屋根・屋上
屋根

天井落下防止

元旦ビューティ工業（株）☎ 0120-09-49-39
本

社

神奈川県藤沢市湘南台 1-1-21
FAX 0466-45-3031

〒 252-0804

●野地材・断熱材を落とさない
パンチングメタル仕様の天井化粧材は当社金属屋根
「マッタラールーフ 7 型」の技術である、Ｖ字ハゼと吊
子の嵌合式で強度が高く、野地材や断熱材などの落下を
防止します。
また、現しとなった屋根面へのボールなどのぶつかり
を防止します。

●屋根メーカーが考える天井の安全対策
直天井の “ 天井落下防止工法 ” は、屋根の経験から天
井の安心・安全を考えた、簡単施工の工法です。地震対
策と室内の環境を改善します。
パンチングメタルの天井化粧材は横置き・縦置き、フ
施工はフック式の吊子をＣ型鋼に固定し、ビスを使用

ラット、曲面など多様なデザインが可能です。また、建

しないため施工時に発生する金属片の飛散がなく、作業

物に付随しているブレースや障害物を考慮した施行方法

者の負担を軽減でき、工期短縮につながります。

のご提案も可能です。
リフォーム例

万一の清掃漏れによる建物利用者のケガを防止し、さ
らに金属片によって床を傷つけることもありません。
Before

After

1 枚あたりの取り付けは約 10 秒
施工が簡単でスピーディ

むき出しになった古い下地材や断熱材にカバーし、安心・
安全な明るい室内にリフォーム

『天井落下防止工法」説明動画
製品名又は工法名

天井落下防止工法

材質・規格・仕様

単位

税込価格（2019.3.20）現在

備考又は用途

ＰＭ天井仕様（断熱材＋パンチグメタル化粧材）

仕様ごとの設計見積を

図面データー等の資料は

ＧＷ天井仕様（グラスウールボード仕上げ）

ご用命ください。

お問い合わせください。

https://www.gantan.co.jp
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屋根・外壁材

ガルバリウム鋼板

次世代ガルバリウム鋼板
「エスジーエル ®」
本

社：〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目 5 番 6 号
TEL.03-6848-3710 FAX.03-6848-3757
支 店：東北・東京・名古屋・大阪・九州
営業所：札幌・北陸

日鉄鋼板（株）

サビに強い軽量の金属外装材 次世代ガルバリウム鋼板
「エスジーエル®」
教育施設は子供たちの教育の場としてはもちろん、地域交流・災害時の避難の拠点として重要な役割を担っていま
す。災害から人々を守るため、建物の性能を高めておくことが重要です。屋根や外壁に軽量で耐久性の高い金属外
装材「エスジーエル」を採用することでより安心・安全な教育施設に近づきます。
方法にもご使用いただけます。

●耐久性が高い
「ガルバリウム鋼板」は耐久性の高い金属外装材として
幅広く使用されていますが、海岸近傍など厳しい腐食環境

また、
加工性が高く、
さまざまな形状に加工が可能です。
●豊富な性能・カラーバリエーション

では早期に錆びてしまうこともありました。そこで進化し

エスジーエルの上に各種塗装をし、さらに耐久性を高

て誕生したのが次世代ガルバリウム鋼板「エスジーエル」

めたカラー鋼板もラインナップがあります。建物の環境・

です。めっき層に２％のマグネシウムを添加することで、

予算等に応じてお選びいただけます。

ガルバリウム鋼板の３倍超の耐食性を実現しました。

ニスクカラー Pro
最もスタンダードなカラー鋼板。つやあり・つや消し

■複合サイクル試験（腐食促進試験）

の豊富なカラーラインナップがあり、塗膜のふくれ・は
がれ 15 年、一部色相に変退色 15 年保証があります。
ニスクフロン SGL
フッ素塗装により色あせに強く、美観維持に優れます。
変退色 20 年保証。
ハイレタン SGL
上の図は腐食を促進する試験でガルバリウム鋼板とエ

ウレタン塗装による厚い塗膜で非常に耐食性に優れま

スジーエルの腐食の度合いを比較したものです。ガルバ

す。海岸近傍など厳しい環境でおすすめです。海岸 100

リウム鋼板で腐食が進んだ状態でもエスジーエルは良好

ｍ以遠で塗膜のふくれ・はがれ 15 年保証。

な状態であることがわかります。

■製品概要

●軽量で加工性に優れる
屋根に使用する場合、スレートや粘土瓦などと比べ重
さが 1/3 ～ 1/10 と軽量です。地震の揺れに際し、柱な
どの構造材への負荷を下げ建物の倒壊リスクを低減でき
ます。軽量なため、新築だけでなくカバー工法など改修

商品名

エスジーエル

一般名称

2％マグネシウム添加ガルバリウム鋼板

保証

穴あき

JIS 規格

JIS G3321（エスジーエル素地）
JIS G3322（エスジーエル塗装鋼板）

不燃認定

■ご採用事例

http://www.nisc-s.co.jp/
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最長 25 年 （海岸 500 ｍ以遠）

国土交通大臣認定

不燃材料

NM-8697

屋根・外壁材・雨とい
屋根材

ルーガ

カラーベスト

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.0743-56-4023

ケイミュー（株）

屋根で高める、
学校の防災力。
学校は、未来を担う子供たちの集う場であり、地域の避難場所の役割も担っています。
非構造部の屋根も災害に配慮した素材選びが重要です。

屋根で減震

ケイミューの屋根材は、全商品、地震の揺れを抑える軽量性を備えながら、強い揺れや台風によるズレ・飛散を抑える、
防災に配慮した設計。その優れた性能で校舎や体育施設など、数多くの教育施設にご採用いただいています。
新築時だけでなく、改修時の防災力アップにもお役立てください。
安全性

機能維持性

●地震に有利な軽量設計

●色あせに強い

・屋根を軽くすることで建物の重心を低くし、地震時の

・紫外線に強い無機塗装のグラッサコートでキレイが長

揺れを小さく。また重い屋根に比べて躯体への負担も
少なく。

持ち。
修復性

●雨風に強く、割れにくい

・修繕の際にも一枚から差し替えが可能。

・一枚ずつしっかり釘で固定する施工法で台風による飛

・全国を網羅する製造・配送拠点。

散を防ぎ、衝撃に強く割れにくい。

・良質な施工品質提供のため、設計施工マニュアルを

・2 段階の防水設計で雨にも強い。

メーカーで作成し、施工スクールも実施。

教育施設
自然被害に強い複合素材の瓦。

ご採用事例
軽量で豊富な色展開の平形スレート。

地元産木材を使用した木造平屋建ての

安全性の確保が急務だった

武道館。和の重厚感をもちながら軽量で

築 80 年の木造校舎の耐震改修に

災害に強いルーガをご採用いただきました。

軽い屋根材のカラーベストをお役立ていただけました。

早島町立早島中学校

丹波篠山市立八上小学校（兵庫県）

武道館（岡山県）

●特別支援学校
●フリースクール
●中学校
●小学校

新築
改修
新築
新築
耐震改修
改修

カラーベスト
カラーベスト
ROOGA
カラーベスト
ROOGA
カラーベスト

京都府立宇治支援学校（京都府）
兵庫県立神出学園（兵庫県）
早島町立早島中学校（岡山県）
大島町立さくら小学校（東京都）
丹波篠山市立城北畑小学校（兵庫県）
佐賀市立三瀬小学校（佐賀県）

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が事業統合して設立された両社のグループ会社です。

https://www.kmew.co.jp/
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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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外壁

打放しコンクリート保護材

RC-PN システム
浜 松 本 社 〒 435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町 198-1
TEL.053-581-8155 FAX.053-581-8166
東京事務所 〒 164-0003 東京都中野区東中野 1-35-20
TEL.03-6908-6852 FAX.03-6908-6853

（株）アール・シー

化粧打放しコンクリート超耐久性保護システム
【概

要】

化粧打放しコンクリート仕上げにおける、防水材 ( ク
リア ) と、現場で発生した補修箇所の復元作業は、独立
した製品技術と捉えがちです。しかし、素地の風合いを
特徴とした化粧打放しコンクリートという素材に対し、
各々を単独の製品として扱うことは、互いの長所を相殺
してしまうリスクを伴います。
そこで弊社製品はこれらを一連の仕上げ工程として構
施工前

築。高い耐久性能と意匠性を高いレベルで、且つ安定し

施工後

たシステムとしてご提供いたします。
・使用材料は「Ｆ☆☆☆☆」取得済材料で体にやさしい
【特

仕上げです

長】

・打放しコンクリート仕上げ専門業者ならではの経験と
知識で、躯体打設時から状況を確認し、上棟までの躯

・環境に優しい水性材料を選定することも可能です
・トップコートは全部で３種類。予算や耐久性、形状等

体保護から躯体補修・仕上げに至る工程をトータルに
ケア

を考慮して最適なものを選定いたします
・ 改修工法の「RC-RNシステム」と組み合わせることで、

・本来は基本である不具合部の部分的な色合わせをスペ

建物の長期的な維持保全、意匠の確保が可能になります

シャリスト達が現場調色の技術で実現させます
・求められる質感や色調など、顧客の意匠ニーズに対し、

［設計価格］（材工共、円 /・㎡）施工規模 1,000㎡以上の価格

高い技術レベルで柔軟に対応いたします

フッ素樹脂仕上げ・・・・・・・・3,300 円 /㎡

・PC・成形板などへも施工可能です

アクリルシリコン樹脂仕上げ・・・2,900 円 /㎡

・パネコートはもちろんのこと、杉板やボイドなど、型

アクリル樹脂仕上げ・・・・・・・2,500 円 /㎡

枠種類も選びません

オプション：意匠調整・・・・・・1,500 円 /㎡

施工例１

施工例２

http://www.uchihanashi.com
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