
filo（フィーロ）　防炎性能試験番号一覧

防炎試験番号につきましては、予告なく変更する場合があります。� （2020年 10月時点）

品番 銘柄名 試験番号

SH9787 ファルファラート （イ）A1200153

SH9788 バッラーレ （イ）A2200027

SH9789 バッラーレ （イ）A2200027

SH9790 バッラーレ （イ）A2200027

SH9791 バッラーレ （イ）A2200027

SH9792 バッラーレ （イ）A2200027

SH9793 ビーニャ （イ）A2200029

SH9794 ビーニャ （イ）A2200029

SH9795 シレンテ （イ）A2200028

SH9796 シレンテ （イ）A2200028

SH9797 シレンテ （イ）A2200028

SH9798 シレンテ （イ）A2200028

SH9799 シレンテ （イ）A2200028

SH9800 シレンテ （イ）A2200028

SH9801 シレンテ （イ）A2200028

SH9802 クラータⅠ （イ）A2200030

SH9803 クラータⅠ （イ）A2200030

SH9804 クラータⅠ （イ）A2200030

SH9805 クラータⅠ （イ）A2200030

SH9806 クラータⅡ 非防炎

SH9807 クラータⅡ 非防炎

SH9808 サポローソⅡ （イ）A1190240

SH9809 サポローソⅡ （イ）A1190240

SH9810 エリカチェア （イ）A2190075

SH9811 エリカチェア （イ）A2190075

SH9812 エリカチェア （イ）A2190075

SH9813 エリカチェア （イ）A2190075

SH9814 ソラリタ （イ）A2190129

SH9815 ソラリタ （イ）A2190129

SH9816 ソラリタ （イ）A2190129

SH9817 ソラリタ （イ）A2190129

SH9818 ソラリタ （イ）A2190129

SH9819 フォルゴランテ （イ）A2190061

SH9820 フォルゴランテ （イ）A2190061

SH9821 フォルゴランテ （イ）A2190061

SH9822 フォルゴランテ （イ）A2190061

SH9823 フォルゴランテ （イ）A2190061

SH9824 フォルゴランテ （イ）A2190061

SH9825 コルシ （イ）A2190042

SH9826 コルシ （イ）A2190042

SH9827 コルシ （イ）A2190042

SH9828 ヴェンティラーレ （イ）A2190176

SH9829 ペルセフォネ （イ）A2180001

SH9830 ペルセフォネ （イ）A2180001

SH9831 ペルセフォネ （イ）A2180001

SH9832 ペルセフォネ （イ）A2180001

SH9833 アエローソ （イ）A2180002

SH9834 アエローソ （イ）A2180002

品番 銘柄名 試験番号

SH9835 アエローソ （イ）A2180002

SH9836 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9837 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9838 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9839 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9840 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9841 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9842 ヴェルゴラート （イ）A2180119

SH9843 チェルカーレ （イ）A2170143

SH9844 チェルカーレ （イ）A2170143

SH9845 チェルカーレ （イ）A2170143

SH9846 チェルカーレ （イ）A2170143

SH9847 チェルカーレ （イ）A2170143

SH9848 セレニータ （イ）A2170144

SH9849 セレニータ （イ）A2170144

SH9850 セレニータ （イ）A2170144

SH9851 セレニータ （イ）A2170144

SH9852 セレニータ （イ）A2170144

SH9853 アピュエースⅡ （イ）A2170202

SH9854 アピュエースⅡ （イ）A2170202

SH9855 アピュエースⅡ （イ）A2170202

SH9856 バイードウⅡ （イ）A2170201

SH9857 バイードウⅡ （イ）A2170201

SH9858 バイードウⅡ （イ）A2170201

SH9859 アゾラーレ （イ）AO090146

SH9860 アゾラーレ （イ）AO090146

SH9861 アゾラーレ （イ）AO090146

SH9864 ピエノット （イ）A2190164

SH9865 ピエノット （イ）A2190164

SH9866 ピエノット （イ）A2190164

SH9867 ピエノット （イ）A2190164

SH9868 リンフォルツァーレ （イ）A2190165

SH9869 リンフォルツァーレ （イ）A2190165

SH9870 リンフォルツァーレ （イ）A2190165

SH9871 リンフォルツァーレ （イ）A2190165

SH9872 リンフォルツァーレ （イ）A2190165

SH9873 ロンターノⅡ （イ）AO100001

SH9874 ロンターノⅡ （イ）AO100001

SH9875 サペーレ （イ）A2150176

SH9876 サペーレ （イ）A2150176

SH9877 サペーレ （イ）A2150176

SH9878 サペーレ （イ）A2150176

SH9888 ディリット （イ）A2140243

SH9889 ディリット （イ）A2140243

SH9890 ディリット （イ）A2140243

SH9891 ディリット （イ）A2140243

SH9892 エテーレオ （イ）A2130520

SH9893 エテーレオ （イ）A2130520



filo（フィーロ）　防炎性能試験番号一覧

防炎試験番号につきましては、予告なく変更する場合があります。� （2020年 10月時点）

品番 銘柄名 試験番号

SH9894 エテーレオ （イ）A2130520

SH9895 エテーレオ （イ）A2130520

SH9896 エテーレオ （イ）A2130520

SH9899 ラクアーレ （イ）AO090146

SH9900 ラクアーレ （イ）AO090146

SH9901 ラクアーレ （イ）AO090146

SH9902 カレナート （イ）A2110703

SH9903 カレナート （イ）A2110703

SH9904 カレナート （イ）A2110703

SH9905 カレナート （イ）A2110703

SH9906 フルイターレ （イ）AO090218

SH9908 フルイターレ （イ）AO090218

SH9909 アモンターレ （イ）A2120257

SH9910 アモンターレ （イ）A2120257

SH9911 アモンターレ （イ）A2120257

SH9912 アモンターレ （イ）A2120257

SH9913 キアリタ （イ）A2120258

SH9914 キアリタ （イ）A2120258

SH9915 キアリタ （イ）A2120258

SH9916 キアリタ （イ）A2120258

SH9917 キアリタ （イ）A2120258

SH9918 キアリタ （イ）A2120258

SH9919 フィオリスタ （イ）A2110058

SH9920 フィオリスタ （イ）A2110058

SH9921 フィオリスタ （イ）A2110058

SH9922 フィオリスタ （イ）A2110058

SH9933 フォルビート （イ）AO090218

SH9934 フォルビート （イ）AO090218

SH9935 フォルビート （イ）AO090218

SH9936 フォルビート （イ）AO090218

SH9937 フォルビート （イ）AO090218

SH9938 フォルビート （イ）AO090218

SH9939 フォルビート （イ）AO090218

SH9940 フォルビート （イ）AO090218

SH9941 フォルビート （イ）AO090218

SH9942 フォルビート （イ）AO090218

SH9943 フォルビート （イ）AO090218

SH9945 フォルビート （イ）AO090218

SH9946 フォルビート （イ）AO090218

SH9953 ナタンテ （イ）AO090014

SH9954 ナタンテ （イ）AO090014

SH9955 ナタンテ （イ）AO090014

SH9958 ナタンテ （イ）AO090014

SH9960 アウラート （イ）A2110703

SH9961 アウラート （イ）A2110703

SH9963 アウラート （イ）A2110703

SH9966 アウラート （イ）A2110703

SH9968 アウラート （イ）A2110703

品番 銘柄名 試験番号

SH9970 イジェーア 非防炎

SH9971 イジェーア 非防炎

SH9972 アウレオア 非防炎

SH9973 アウレオア 非防炎

SH9975 アウレオア 非防炎

SH9977 コルシ （イ）A2190042

SH9978 コルシ （イ）A2190042

SH9979 コルシ （イ）A2190042

SH9981 コルシ （イ）A2190042

SH9984 ポテンザⅡ （イ）A2140501

SH9985 ポテンザⅡ （イ）A2140501

SH9986 ボッチョーロⅡ （イ）A2140501

SH9987 ボッチョーロⅡ （イ）A2140501

FF1001 ケルムスコットツリー （イ）A2170267

FF1002 ピンクアンドローズ （イ）A2150522

FF1003 ピンクアンドローズ （イ）A2150522

FF1004 エイコーン （イ）A2170258

FF1005 エイコーン （イ）A2170258

FF1006 エイコーン （イ）A2170258

FF1007 エイコーン （イ）A2170258

FF1008 いちご泥棒 （イ）A2140462

FF1009 いちご泥棒 （イ）A2140462

FF1010 いちご泥棒 （イ）A2140462

FF1011 いちご泥棒 （イ）A2140462

FF1012 レスターアカンサス （イ）AT090029

FF1013 レスターアカンサス （イ）AT090029

FF1014 マリーイザベル （イ）A2120716

FF1015 マリーイザベル （イ）A2120716

FF1016 フルーツ （イ）A2110605

FF1017 フルーツ （イ）A2110605

FF1018 フルーツ （イ）A2110605

FF1019 ゴールデンリリーマイナー （イ）A2110456

FF1020 ゴールデンリリーマイナー （イ）A2110456

FF1021 ゴールデンリリーマイナー （イ）A2110456

FF1022 ピンパーネル （イ）A2110465

FF1023 ピンパーネル （イ）A2110465

FF1024 クリサンティマム （イ）A2110464

FF1025 クリサンティマム （イ）A2110464

FF1026 クリサンティマム （イ）A2110464

FF1027 クリサンティマム （イ）A2110464

FF1028 マリーゴールド （イ）A2110444

FF1029 マリーゴールド （イ）A2110444

FF1030 ハニーサクル&チューリップ （イ）A2110439

FF1031 ハニーサクル&チューリップ （イ）A2110439

FF1032 ハニーサクル&チューリップ （イ）A2110439

FF1033 ハニーサクル （イ）A2110005

FF1034 ハニーサクル （イ）A2110005

FF1035 ブラックソーン （イ）A2110605



filo（フィーロ）　防炎性能試験番号一覧

防炎試験番号につきましては、予告なく変更する場合があります。� （2020年 10月時点）

品番 銘柄名 試験番号

FF1036 ウィローボウ （イ）A2120232

FF1037 ウィローボウ （イ）A2120232

FF1038 ラーモ （イ）A2120111

FF1039 ジャスミン （イ）A2120009

FF1040 ジャスミン （イ）A2120009

FF1041 アネモネ （イ）A2110674

FF1042 アネモネ （イ）A2110674

FF1043 ラークスパアⅠ （イ）A2120010

FF1044 ラークスパアⅠ （イ）A2120010

FF1045 ラークスパアⅡ （イ）A2110676

FF1046 ラークスパアⅡ （イ）A2110676

FF1047 ピンクアンドローズレース （イ）A1150025

FF1048 ゴールデンリリーレース （イ）A1170058

FF1049 いちご泥棒シアー 非防炎

FF1050 いちご泥棒シアー 非防炎

FF1051 ジャスミンシアー （イ）AT030120

FF1052 ゴールデンリリーシアー 非防炎

FF1053 マリーイザベルシアー 非防炎

FF1054 ケンティッシュローズシアー 非防炎

FF1055 レスターアカンサスレース （イ）AO100252

FF1056 ラークスパーレースⅡ （イ）A2120239

FF1057 ウィローボウレースⅡ （イ）A2120239

FF1058 フィーロヒャッカ （イ）A2170377

FF1059 フィーロヒャッカ （イ）A2170377

FF1060 サキニオウ （イ）A2170257

FF1061 サキニオウ （イ）A2170257

FF1062 サキニオウ （イ）A2170257

FF1063 サキニオウ （イ）A2170257

FF1064 スイレイ （イ）A2170365

FF1065 スイレイ （イ）A2170365

FF1066 レイロウ （イ）A2170376

FF1067 レイロウ （イ）A2170376

FF1068 レイロウ （イ）A2170376

FF1069 ツキガサ （イ）A2170326

FF1070 ツキガサ （イ）A2170326

FF1071 ツキガサ （イ）A2170326

FF1072 ツキガサ （イ）A2170326

FF1073 キルクルス 非防炎

FF1074 キルクルス 非防炎

FF1075 アサナギ （イ）A2110214

FF1076 アサナギ （イ）A2110214

FF1077 アサナギ （イ）A2110214

FF1078 アサナギ （イ）A2110214

FF1079 ルドムク （イ）A2170323

FF1080 ルドムク （イ）A2170323

FF1081 ルドムク （イ）A2170323

FF1082 サルネ （イ）A2170320

FF1083 サルネ （イ）A2170320

品番 銘柄名 試験番号

FF1084 サルネ （イ）A2170320

FF1085 サルネ （イ）A2170320

FF1086 エザーゴ （イ）A2170265

FF1087 エザーゴ （イ）A2170265

FF1088 エザーゴ （イ）A2170265

FF1089 エザーゴ （イ）A2170265

FF1090 エザーゴ （イ）A2170265

FF1091 エザーゴ （イ）A2170265

FF1092 エザーゴ （イ）A2170265

FF1093 キネティ （イ）A2170282

FF1094 キネティ （イ）A2170282

FF1095 キネティ （イ）A2170282

FF1096 トピリカ （イ）A2170357

FF1097 トピリカ （イ）A2170357

FF1098 トピリカ （イ）A2170357

FF1099 トピリカ （イ）A2170357

FF1100 ラチェレ （イ）A2170322

FF1101 ラチェレ （イ）A2170322

FF1102 ケルニク （イ）A2170322

FF1103 ケルニク （イ）A2170322

FF1104 ケルニク （イ）A2170322

FF1105 ハートサーイ （イ）A2120138

FF1106 ハートサーイ （イ）A2120138

FF1107 パラテッシ （イ）A2110426

FF1108 パラテッシ （イ）A2110426

FF1109 セキソウ （イ）A2140383

FF1110 セキソウ （イ）A2140383

FF1111 セキソウ （イ）A2140383

FF1112 リニック （イ）A2170321

FF1113 リニック （イ）A2170321

FF1114 ユビルス （イ）A2170290

FF1115 ユビルス （イ）A2170290

FF1116 ユビルス （イ）A2170290

FF1117 ユビルス （イ）A2170290

FF1118 ポリーレ 非防炎

FF1119 ポリーレ 非防炎

FF1120 アリラルチェ 非防炎

FF1121 アリラルチェ 非防炎

FF1122 アリラルチェ 非防炎

FF1123 コルデ （イ）A2170283

FF1124 コルデ （イ）A2170283

FF1125 コルデ （イ）A2170283

FF1126 コルデ （イ）A2170283

FF1127 カカン （イ）A2170299

FF1128 カカン （イ）A2170299

FF1129 カカン （イ）A2170299

FF1130 カカン （イ）A2170299

FF1131 カカン （イ）A2170299



filo（フィーロ）　防炎性能試験番号一覧

防炎試験番号につきましては、予告なく変更する場合があります。� （2020年 10月時点）

品番 銘柄名 試験番号

FF1132 ブリムラーエ （イ）A2170284

FF1133 ブリムラーエ （イ）A2170284

FF1134 ブリムラーエ （イ）A2170284

FF1135 テカサネ （イ）A2170300

FF1136 テカサネ （イ）A2170300

FF1137 テカサネ （イ）A2170300

FF1138 ベリンダ （イ）A2170324

FF1139 ベリンダ （イ）A2170324

FF1140 ベリンダ （イ）A2170324

FF1141 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1142 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1143 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1144 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1145 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1146 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1147 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1148 ジェムカーモ （イ）A2170413

FF1149 サハナキ （イ）A2110708

FF1150 サハナキ （イ）A2110708

FF1151 サハナキ （イ）A2110708

FF1152 イツシバ （イ）A2110388

FF1153 イツシバ （イ）A2110388

FF1154 イースターリリーⅡ （イ）A2140454

FF1155 イースターリリーⅡ （イ）A2140454

FF1156 イースターリリーⅡ （イ）A2140454

FF1157 ケンラン （イ）A2120305

FF1158 ケンラン （イ）A2120305

FF1159 ケンラン （イ）A2120305

FF1160 ペルシャカモン （イ）A2140465

FF1161 ペルシャカモン （イ）A2140465

FF1162 ペルシャカモン （イ）A2140465

FF1163 オーライオス （イ）AO090136

FF1164 オーライオス （イ）AO090136

FF1165 オーライオス （イ）AO090136

FF1166 ヌーボーアイリス （イ）A2140403

FF1167 ヌーボーアイリス （イ）A2140403

FF1168 ドタート （イ）A2110523

FF1169 ドタート （イ）A2110523

FF1170 ドタート （イ）A2110523

FF1171 ウニーレ （イ）AT090031

FF1172 ウニーレ （イ）AT090031

FF1173 ビクトリアブーケ （イ）A2110394

FF1174 ビクトリアブーケ （イ）A2110394

FF1179 カナパ （イ）A2110576

FF1180 カナパ （イ）A2110576

FF1181 プルケル （イ）A1110097

FF1182 プルケル （イ）A1110097

FF1183 プルケル （イ）A1110097

品番 銘柄名 試験番号

FF1184 プルケル （イ）A1110097

FF1185 ファルメリー （イ）A2110675

FF1186 ファルメリー （イ）A2110675

FF1187 クナウ （イ）A2170306

FF1188 クナウ （イ）A2170306

FF1191 グラフィオリア （イ）A2170186

FF1192 グラフィオリア （イ）A2170186

FF1193 ルリンクラ （イ）A2170199

FF1194 プサービ （イ）A1170088

FF1195 プサービ （イ）A1170088

FF1196 ネネリージュ 非防炎

FF1201 レドンド 非防炎

FF1202 ユッカルダ 非防炎

FF1203 プレーデンス 非防炎

FF1204 プフランツェ 非防炎

FF1205 モエッシーⅡ 非防炎

FF1206 アペリンサ 非防炎

FF1207 サガークス 非防炎

FF1210 ヌービルム （イ）AO100156

FF1211 ヌービルム （イ）AO100156

FF1212 カウリス （イ）AO100156

FF1213 コニトッコ （イ）A1170112

FF1214 コニトッコ （イ）A1170112

FF1215 コニトッコ （イ）A1170112

FF1216 カスミソメ （イ）A2160178

FF1217 カスミソメ （イ）A2160178

FF1218 ハルユク （イ）A2160178

FF1219 ハルユク （イ）A2160178

FF1220 ハルユク （イ）A2160178

FF1225 ユキツ （イ）AO090146

FF1226 モドリツ （イ）A2160178

FF1227 モドリツ （イ）A2160178

FF1228 モドリツ （イ）A2160178

FF1229 モドリツ （イ）A2160178

FF1230 ナミカサ （イ）A2160178

FF1231 ナミカサ （イ）A2160178

FF1232 ナミカサ （イ）A2160178

FF1233 ユウバエ （イ）A2120740

FF1234 ホルフ （イ）A2160542

FF1235 イリゼ （イ）A1170098

FF1236 イリゼ （イ）A1170098

FF1237 イリゼ （イ）A1170098

FF1238 イリゼ （イ）A1170098

FF1239 ソウライ （イ）A2110494

FF1240 ソウライ （イ）A2110494

FF1241 ソウライ （イ）A2110494

FF1242 ソウライ （イ）A2110494

FF1243 パディシャ （イ）A2110494



filo（フィーロ）　防炎性能試験番号一覧
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品番 銘柄名 試験番号

FF1244 パディシャ （イ）A2110494

FF1245 キメラ （イ）AO030091

FF1246 イビスコット （イ）AO020186

FF1247 イビスコット （イ）AO020186

FF1248 ハプルース （イ）AO080523

FF1249 アレンシェ （イ）A2170155

FF1250 アレンシェ （イ）A2170155

FF1251 アレンシェ （イ）A2170155

FF1252 アレンシェ （イ）A2170155

FF1253 アレンシェ （イ）A2170155

FF1254 アレンシェ （イ）A2170155

FF1255 アレンシェ （イ）A2170155

FF1256 アレンシェ （イ）A2170155

FF1401 （イ）A2140468

FF1402 （イ）A2140468

FF1403 （イ）A2140468

FF1501 ハニーサクル&チューリップⅡ （イ）A2200042

FF1502 ハニーサクル&チューリップⅡ （イ）A2200042

FF1503 ブラザーラビット （イ）A2200002

FF1504 ブラザーラビット （イ）A2200002

FF1505 ウィローボウBL （イ）A2190488

FF1506 ウィローボウBL （イ）A2190488

FF1507 ウィローボウBL （イ）A2190488

FF1508 いちご泥棒シアーFR （イ）A1190214

FF1509 いちご泥棒シアーFR （イ）A1190214

FF1510 ピエセニ （イ）A2200308

FF1511 ピエセニ （イ）A2200308

FF1512 ロヴィーリスボーダー （イ）A2200284

FF1513 ロヴィーリスボーダー （イ）A2200284

FF1514 ルタジテⅡ （イ）A2160178

FF1515 ルタジテⅡ （イ）A2160178

FF1516 ルタジテⅡ （イ）A2160178

FF1517 エルフィオラ （イ）A1200116

FF1518 フォシカ （イ）A2200309

FF1519 フォシカ （イ）A2200309

FF1520 ジャバル （イ）A2200024

FF1521 ジャバル （イ）A2200024

FF1522 ジャバル （イ）A2200024

FF1523 ダマスクレイカⅡ （イ）A2140519

FF1524 ダマスクレイカⅡ （イ）A2140519

FF1525 ダマスクレイカⅡ （イ）A2140519


