屋根・屋上
屋根

スフィンクスルーフ 2 型

元旦ビューティ工業（株）☎ 0120-09-49-39
本

社

〒 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台 1-1-21
FAX 0466-45-3031

教育施設などの屋根改修に
予算にあわせた 2 つの高断熱仕様と、太陽光パネル設置で省エネに対応
●曲面にも対応

角桟タイプ

加東市滝野総合公園体育館スカイピア

●腰葺き屋根の意匠にも

丸桟タイプ

●既存の屋根をはがさない「カバー工法」
で、
断熱材を加えるリ
フォームなどに対応
●屋根材に合わせ太陽光パネルが設置できるので美しい意匠
●ハゼ締めが無い嵌合式は施工が簡単で工期短縮
●熱伸縮を逃す設計により、
屋根材のゆがみを軽減
●上下吊子の挟み込み構造は、
高い固定強度で台風に強さを発揮
●独自のハゼ形状は毛細管現象による融雪水の吸い上げを防止

恵那市中央図書館

屋根材に合わせたモジュールで美しい納め「スフィンクスソーラー」

■仕様

■性能

・有効幅
・勾配

455mm
3/100 以上から対応

・有効長さ
・曲げ半径

■屋根材質・板厚

※その他の材質・板厚についてはご相談ください。
※板厚 0.45mm は、経済的な当社オリジナル材質です。

http://www.gantan.co.jp
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お問い合わせください
25m 以上

屋根・屋上・天井
天井材

膜天井
東京

〒 154-0001 東京都世田谷区池尻 2-33-16
☎ 03-3714-3461
大阪 〒 532-0012 大阪市淀川区木川東 4-8-4
☎ 06-6306-3065
仙台・名古屋・広島・福岡

太陽工業（株）

軽量で柔らかい。安全で快適な膜天井。
2014 〜 2017 年の間に全国 236 ヶ所の様々な施設で採用されています。
膜天井は、重くて硬い従来の天井材に代わり「軽量、柔軟で丈夫な膜材」を使用した安全な天井です。
非構造部材の耐震化が重視される今日、教育施設をはじめ、駅・空港などの交通拠点や公共施設、商業施設
など様々な空間に安全と快適を提供しています。
育館やプールなどの大空間でもクリアな音環境が実現し

●安全
膜天井は、重さわずか 500g/㎡ほどの軽量な膜材を、

ます。太陽工業では、様々な室形状・天井形式・用途の

吊材を用いない工法で取り付けます。膜材はその柔軟性

施設で、改修工事前後の残響音測定を実施し、見識を深

により、地震時の大きな揺れにも変形追従が可能で、天

めています。

井落下の危険性を大きく低減します。また、万が一、天

さらに、すべての膜材は F ☆ ☆ ☆ ☆同等品（ホルム

井材が落下した場合にも、膜材ならば室内へ与えるダ

アルデヒド拡散速度 0.005mg/㎡ h 以下）で、シックハ

メージを最小限にとどめることができます。耐火性能は、

ウス症候群などの心配もありません。

条件に応じて「防炎／不燃」の材料を選択できます。
●環境への優しさ
太陽工業のテントはすべて、使

●快適
膜材の高い光反射率で、室内は広範囲にわたって明る
くなります。また、吸音性の高い膜材を使用すれば、体

用後に回収してリサイクルするこ
とができるエコマーク製品です。

■全国での多様な実績

三朝町総合スポーツセンター（鳥取県）

福岡学園福岡看護大学（福岡県）

益田市立益田中学校（島根県）

昭和薬科大学附属高等学校・中学校（沖縄県）

山形県立米沢興譲館高等学校（山形県）

中野区立谷戸小中学校（東京都）

2016 年鳥取県中部地震を経験。膜天井は破損なし。

校舎建替で、落ち着いた雰囲気の図書室を演出。

天井の高いエントランス空間の安全を提供。

寒冷地の事例。吸音膜材で講堂も快適に。

http://www2.taiyokogyo.co.jp/maku_tenjyo/
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島根県初となる膜天井を武道場へ設置。

地下階の体育館改修にも採用されています。

外壁材
庇

ユニエース直付庇
〒 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町 1666-2
TEL (053)437-0520（代表）
FAX (053)438-0237
e-mail：yuniace@amber.plala.or.jp

（株）ユニエース

既存校舎へ簡単に設置可能で、日射調整・室内温度軽減〜環境に配慮

〜学校のエコ改修に取付けが容易で安価な「ユニエース庇」〜
窓や出入り口などで、庇（ひさし）は、日射遮蔽効果
がある他、昼光利用窓としても機能するので教室の光環
境改善にも期待できます。この道 40 年、雨、霧、風、
光を除ける、学校のリニューアル改修等で庇はとても重
要な部材です。
特長
・和風ユニエース、フラット型、M 型、US 型、切妻など
建物に合わせて色々な庇がワンタッチで取付けできる。
・耐風圧性・耐積雪性に優れている。
・庇内部硬質発泡ウ
レタンで雨音も気にならない。
（一部、除く）
・外壁完成後の後付けタイプもできる。
・ジョイントでどんな長さにも対応可能で、高耐久（材
料厚）
、屋根一枚板ハゼ組加工で水切れがよい。
・ ALC、RC、木造、鉄骨など、どんな壁にも取付け可能。

[ 真夏の省エネ効果 ]
遮光性と遮熱性、両方と
もに優れた効果を発揮する
「庇」は夏のエアコンの稼
働率を減らし、室内を快適
温度に保ち省エネでエコに

フラット型庇

もつながります。
教育施設への庇効果と景観効果をご提案します

Ｍ型（後付）庇

ＵＳ型（後付）庇

和風ユニエース庇

http://www13.plala.or.jp/yuniace/
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屋上防水

機械固定式絶縁工法

ユナイト防水 MF 工法
本

ユナイト（株）

社

営業所

〒 410-0315 静岡県沼津市桃里 112-2
☎ 055-967-2185（代表）FAX055-967-3601
横浜／ ☎ 045-315-2456（代表）
福岡 ／☎ 092-735-7274（代表）

〈特 徴〉
●信頼性の高い防水層
防水層は強靱な不織布芯材を使用し、感温性に優れた
改質アスファルトを積層した極厚シートで耐久性に富ん
だ防水層を形成。
●湿潤下地でも施工可能
機械固定による絶縁工法のため多少の湿潤下地でも施
工が可能であり、天候不順などの施工条件に左右される
ことなく工期の短縮が可能。
●機械化による迅速施工

自動連結釘打ち

自動連続釘打ち機、熱風自動容着機、ラップジョイン
ト容着機等の使用により工事のスピードアップを図るこ
とができる。
●ふくれの発生を解消
下地からの湿気は分散するためふくれは生じない。
●改修工事に最適
既存防水層の上からオーバーレイするため改修工事に
適しており、施工中の漏水の心配がない。
工法

仕様
UMF-35N

露
出
単
層

UMF-40N

UMF-40NL

露
出
単
層
断
熱

UMF-35NA

UMF-40NA

UMF-40NAL

単価（円 /㎡〉
平面部
立上り部

備考

ラップ部融着

7,600
10,800

平面部

8,400

立上り部

11,600

平面部

9,200

立上り部

12,400

平面部

16,900

立上り部

11,100

平面部

17,700

立上り部

11,800

平面部

18,500

立上り部

12,600

スレートチップ
仕上

スレートチップ
仕上

仕上げ

http://www.unite-inc.com
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外壁

湿式外断熱工法（RC・木造用）

アルセコ外断熱システム
アルセコ部
東京都品川区南大井 6-16-4 戸浪大森ビル 1 階 A 室
TEL 03-6404-6758 ／ FAX 03-6404-6751
福岡県福岡市博多区博多駅南 3-21-18
TEL 092-409-8445 ／ FAX 092-433-8558

（株）北洲

環境先進国ドイツで60年の実績を持つ
「天然素材」
の
「燃えない」
外断熱工法
国内シェアトップクラスのシステムは日本の学校施設でもその性能を存分に発揮します
山田町立船越小学校は、東日
本大震災の被害で全壊したもの
の、2014 年に地域の復興のシ
ンボルとして新たに生まれ変わ
りました。
新校舎では、外壁に「アルセ
コ外断熱システム」というドイ
ツ生まれの外断熱工法が採用さ
れました。

躯体
接着剤
断熱材：ミネラルウール
ベースコート
ガラス繊維メッシュ
ベースコート
トップコート
プロテクトカラー

＜アルセコ外断熱システム＞
ドイツで国内シェア約 30％とトップクラスの実績を
誇るシステムです。60 年の歴史を持ち、今では日本を
はじめ、日本と同様の地震大国トルコから極寒のロシア

＜システム構造＞

など世界中で使用されている安心の外断熱工法です。
新築はもちろん改修工事でも使用いただけます。

＜官公庁物件の導入事例＞※一部抜粋

＜アルセコ外断熱システムの特徴＞
●天然素材「玄武岩」を使用した断熱材を標準仕様
「玄武岩」という溶岩を素材とした繊維系断熱材「ミネ
ラルウール」を使用しています。
●燃えない材料を使用のため、火や熱に高い耐性
断熱材はもちろん、壁面の素材もセメント系の素材を使
用しているので火や熱から建物を守ります。
● 60 年間塗替えや補修等のメンテナンスが無い事例も

東京国立近代美術館収蔵庫

花巻市営住宅 A 〜 G 棟（改修）

二本松市立こども園とうわ

福島県復興公営住宅

ドイツでは 60 年間ノーメンテナンスの事例があります。
また、雨の多いフランスや極寒のロシア等、様々な環境
で使用されており、高い対候性を発揮します。
●東日本大震災でも外壁のひび割れ報告は無し
木造戸建の事例ですが宮城県内で 200 棟以上アルセコ
外断熱システムを使った住宅があり、そのいずれも外壁
のひび割れ等の被害報告はなく、地震にも強いシステム
ということが証明されました。

「アルセコ」で検索ください。今なら「欧州外断熱施工ガイドライン」を無料進呈中！
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屋上・屋根・外壁材
外壁材

外壁材「光セラ」
本社：〒 540-6013 大阪市中央区城見１- ２-27
お客様ご相談窓口：ナビダイヤル TEL0570-005-611
月〜金 9：00 〜 17：00（土・日・祝日・GW・お盆・年
末年始は受付しておりません）FAX.0743-57-9885

ケイミュー（株）

光触媒は、世界に誇る、日本生まれの、人にも地球にも優しい環境浄化技術です。
その技術を使った光触媒コーティング外壁材「光セラ」は汚れにくく、色あせしにくく、
空気浄化効果もある高機能外壁材です。

（ネオロック・光セラ／エクセレージ・光セラ）

〈光セラの環境性能〉
◎光セラは「分解力」
「超親水性」に加えて「大気浄化効果」
があり、油分などの有機物を分解、車の排気ガスに含
まれるＮＯＸ（窒素酸化物）や工場の煙などに含まれ
るＳＯＸ（硫黄酸化物）など大気中の有害汚染物質を
無害なイオンに酸化させ、雨と一緒に洗い流します。
屋

◎外壁材 100 坪でおおよそポプラ 24 本分の大気浄化能
力を発揮します。
（ポプラは最も N ＯＸを吸収する植
物のひとつです。
）

根

外

壁

マリアゆめのもり保育園（福岡県）

〈教育施設向け納入実績一例 ※光セラ以外も含みます〉

◎ 2002 年の発売以来「光セラ」の「大気浄化効果」で、
環境貢献を続けています。

・大 学 大阪府立大学（大阪府）
・高 校 西条農業高校（広島県）／玄海高校（福岡県）

◎ 2018 年 3 月に防藻性能を高めた次世代外装パネル

・中学校 氷見市立十三中学校（富山県）／ 愛媛県立松
山西中等教育学校（愛媛県）

「レジェール」を発売。更なる光触媒技術の進化に努

・小学校 恵那市立武並小学校（岐阜県）／ 瀬戸市立掛

めています。

川小学校（愛知県）／川西市立けやき坂小学

〈企業概要〉
当社は「クボタ」と「松下電工（現パナソニック）
」
の住宅外装建材部門を 2003 年に事業統合して設立しま

校（兵庫県）／佐世保市立広田小学校（長崎県）
・幼稚園・保育園

新篠津村すくすく保育所（北海道）

した。日本で唯一の外まわり専業企業として、屋根材・

／東松島市野蒜保育所・児童クラブ（宮城県）

外壁材・雨といをトータルでご提案いたします。

／善福寺保育園（東京都）

屋

根

外

保育所型認定こども園ちいろば保育園（兵庫県）
「School Amenity 2017 年 7 月号」掲載

壁

雨とい

屋
福岡県立玄海高等学校（福岡県）

http://www.kmew.co.jp/
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根

屋上防水
長寿命化

エバープロロング工法

日本プロロング（株）

〒 134-0083 東京都江戸川区西葛西 1-13-1
TEL. 03-3680-3533
FAX.03-3688-1276

人と自然にやさしい、無臭・無害のケイ酸塩系含浸防水工法。

防水保護材をコンクリートの表層部に浸み込ませて緻密化

「完全無機材工法」のため、
無臭無害で人体に影響ありません。

することで防水する工法です。(1) 散水、(2) 防水保護材の

上水場でも貯水施設の防水として使われました。安全性が

塗布、(3) 散水のわずか 3 工程で完了します。

より求められる施設には特に適した防水保護材です。

コンクリート一体型防水工事の 21 年後の状況報告
平成 7 年に竣工した集合住宅の屋上防水について報告します。21 年間一度も漏水はありません。
現在大規模改修工事を行っています。（改修工事期間は平成 28 年 9 月～ 11 月）
今回はコンクリート平板を汚れの為、取り換えることになりました。屋上防水状態を確認するため調査し
ました、状況写真をご覧ください。コンクリートスラブのクラックはみられません。
コンクリート平板

ア 30

スタイルフォーム

ア 15

ドレーン廻り
コンクリートスラブ

現況：クラック無

コンクリート平板敷込み

アスファルト防水（歩行用）からケイ酸塩系含浸防水に変更

詳しくはエバープロロング工法の HP をご覧ください。
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http://everprolong.jprolong.net

ア 140

