屋根・屋上
屋根

折板屋根システム

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

快適で安心・安全な空間をつくる『元旦折板屋根システム』

コスト削減

折板屋根の常識を覆す！強度・機能・意匠性

神奈川県立スポーツセンター

スポーツアリーナ2

●天井足場不要でコスト削減

●縦ラインが美しいフラットな天井

・屋根上から、意匠性に優れる天井化粧材を施工可能

・断熱・吸音材を敷設し性能を高める

大幅な工期短縮につながる

・野地材や断熱材の落下を防止
・天井化粧材のカラー・孔の有無が選べる

●雪に強く落ち葉が入らない雨とい
『元旦内樋』
うちとい

• 落ち葉除けにより樋内に落ち葉が入らず、メンテ
ナンスの手間を削減

• 落ち葉除けを樋の先端にフック状に固定し吊り上
げる構造により高強度、負圧・正圧に強い

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：北海道・東北・東京・名古屋・大阪・呉・九州
営業所：北陸・新潟・岡山

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.niscs.nipponsteel.com/
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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
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.0743-56-4023

ケイミュー（株）

校舎に！

３つのキレイが続く

付帯施設に！

光触媒の外壁材「光セラ」で

汚れに強い「光セラ」は、教育施設で好まれ

メンテナンスの手間とコストを軽減！

る明るい色の外壁におすすめです。

光触媒のチカラで汚れを分解、雨で汚れを落とし

キレイが続く秘密を
ムービーでご紹介！

365 日セルフクリーニングする
窯業系サイディング※ 1 の「光セラ」
。
色あせにも強いためキレイな外観が長持ちします。
新たに抗ウイルス・抗菌効果が実証されました※ 2。

光触媒の壁「光セラ」

一般的な外壁

「10 年後の光セラ」
も公開。

※ 1 窯業系サイディング……セメントを主原料とする外壁材。木目調、塗り壁調、石積み調など豊富な柄が選べることに加え、省施工で安定した仕上がりが 特徴。
日本の新築戸建住宅市場では広く普及し、約 8 割に使われています。
※ 2 光触媒工業会（PIAJ）の「抗ウイルス」、「抗菌」基準をクリアし認証を取得。

PIC UP!

光セラご採用の声

恵那市立武並小学校
■設計

体育館（岐阜県）

㈱サニー建築設計

片桐様

■採用のポイント
・武並地域のまちづくりの目標は「歴史・文化・農・
自然の多様な魅力の発信とおもてなしによって、
地域への誇りと愛着を継承する」こと。
・築 5 年で汚れが目立ち始めた学校が市内にあり、
メンテナンス性に優れた外壁材を探しているとの
ことで、
市に 光触媒の外壁「光セラ」の提案を行っ
た。汚れにくく、色褪せにも強いことが評価され、
採用が決まった。
・これまでのタイル張りに比べ施工コストが下がり
つつ、木目調で表情も豊かに仕上がり、機能性だ
木目調：セフィロウッド

けでなく 美観上も満足できる仕上がりに！

グラデーション塗装

光セラご採用事例
いず海第一こども園（群馬県）、板橋区立大山西町
保育園（東京都）、学校法人大杉学園

名古屋楠幼

稚園（愛知県）、四条畷中学校（大阪府）、高槻こ
ども未来館（大阪府）、ぶどうのたね保育園（岡山
県）、城南保育園（佐賀県）ほか

https://www.kmew.co.jp
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外装材

外装ルーバー

ノイラックス ルーバー R︎
本

社：〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目 5 番 6 号
TEL.03-6848-3800 FAX.03-6848-3838
支 店：北海道・東北・東京・名古屋・大阪・呉・九州
営業所：北陸・新潟・岡山

日鉄鋼板（株）

金属サンドイッチパネル外装ルーバー「ノイラックス ルーバーR」
外装用大型ルーバー「ノイラックス ルーバーⓇ」は、フッ素塗装鋼板 SGL Ⓡとロックウール芯材、アルミニウム
枠材で構成された金属サンドイッチパネル。大型にも関わらず非常に軽量で、高強度な外装ルーバーです。

富山県立大学 看護学部校舎
設計：株式会社押田建築設計事務所

●省エネ効果

●豊富な意匠バリエーション

直射日光を遮ることにより、夏場の室内温度上昇を抑制

ルーバー表面材は耐候性、耐久性に富むフッ素塗装鋼板

し、空調費の低減に役立ちます。

SGL で、メタリック色を含め各種特注色に対応できます。
また、ルーバー長辺の化粧カバーはアルミ押出材で、
フッ
素樹脂塗装により特注色での対応も可能です。
●地震に強い
ルーバー各部は金属製のため、局所衝撃荷重にも欠け等
が生じにくく、地震時の建物変形等に対し、高い追随性
をもっています。
●高強度で軽量
金属サンドイッチパネル構造の採用で、高強度にも関わ
らず、質量は押出成形セメント板の約 1/2 と、大幅に軽
量化されています。このため、支持躯体の設計自由度が
確保できます。
●優れた施工性
軽量で、部品点数が少ないため、施工時の取扱いが容易
です。また、ルーバー取付は溶接を使用しない乾式工法

使用イメージ

のため、大掛かりな養生等や後清掃が省力化できます。

http://panel.niscs.nipponsteel.com/line-up/louver/neulux-louver/
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外壁材

タイル剥落防止システム

ボンド アクアバインド工法
大阪本社
福岡支店
仙台営業所
栃木営業所
金沢営業所
高松営業所

コニシ（株）

06(6228)2961
092(551)1764
022(342)1393
0285(43)1511
076(223)1565
087(835)2020

関東支社
横浜支店
新潟営業所
千葉営業所
滋賀営業所
広島営業所

048(637)9950
045(514)2450
025(367)5050
043(305)5970
0748(70)5577
082(208)1201

名古屋支店
札幌支店
前橋営業所
静岡営業所
姫路営業所
沖縄営業所

052(217)8624
011(731)0351
027(289)8313
054(654)2552
079(235)1021
098(884)7521

リノベーション時代の学校施設の改修に
既存のタイルが活きる、外壁仕上材の剥落防止システム

【特長】

【概要】
外壁仕上げ材（タイル、モルタル）は、時間経過とと

①優れた剥落防止性能

もに劣化し、それが剥離・剥落することで第三者災害に

UR 都市機構の定める品質判定基準を満たしており、

ブランドカラー

繋がる可能性があります。

剥落防止性能を確認するための押し抜き試験で 60mm

建物の将来的な安全を確保し、長寿命化を図るために

以上の変位にも耐えられることを確認しております。

は、劣化部のみの補修（事後保全）だけで大丈夫でしょ
うか？

K=100%

プロセス:C100 M80 Y0 K0

RGB:R0 G64 B152
「ボンド アクアバインド
® 工法」はアンカーピンと透
HTML:#004098

明のウレタン樹脂を併用することで、長期にわたり外壁
仕上げ材（タイル、モルタル）の剥離・剥落を予防し、
安全・安心をご提供できる、外壁複合改修構工法です。

②現場環境への配慮
使用材料は、JAIA F ☆☆☆☆及び JAIA ４VOC を取得
しております。
剥落防止層の主材料である「ボンド アクアバインド
Z」及び「ボンド アクアトップコート」は水性形製品で
あるため、溶剤形製品特有の刺激臭がありません。
③高品質な施工体制
「ボンド アクアバインド工法」の剥落防止性能は現場

【施工仕上がり例】

での施工技術に大きく左右されます。品質の確保・徹底
を図るため、施工技術を習得した認定技術者による施工
体制をとっています。また、専用の膜厚計により膜厚を
測定して、品質の確保をしています。
④第三者賠償責任保険付

Before
施工前

After
施工後

工事完了後 10 年間第三者に対する賠
償事故を最高２億円まで補償する保険が
付帯します。

http://www.bond.co.jp
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