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屋根・屋上
屋根

元旦ビューティ工業（株）

直天井システム

本　社　神奈川県藤沢市湘南台 1-1-21　〒 252-0804　
☎ 0120-09-49-39　FAX 0466-45-3031

屋根に求められる性能※を全て実現！『PASTEM-2』
(パーフェクト・オールマイティ・システム )

目地キャップをつけることで、梁と天
井化粧材に隙間が無くなる。
ホコリが溜まらず衛生的

https://www.gantan.co.jp

●屋根上から直天井がつくれる「PASTEM-2」

屋根と同時に上から直天井の施工を行うことができるた

め、大幅な工期短縮と内部足場等の仮設費用を低減します。

横葺き、縦葺き、平滑葺き、折板屋根に対応。

●建物用途に合わせて選べる仕様
　／断熱・吸音・遮音・意匠

天井化粧材の金属板には孔をあけたパンチ

ング仕様や、色・材質・表面加工など豊富

な選択肢があり、意匠性の高い直天井がつ

くれます。

●雪に強く落ち葉が入らない雨とい
　『元旦内

う ち と い

樋』

•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

・断熱材には断熱性能・

吸音性能の高いグラス

ウールや遮音性能の高

い 木 毛 セ メ ン ト 板 等、

建物の用途に合わせて

選択することができま

す。

※断熱・吸音・耐風圧性能・意匠性を指す

ボールなどの
衝撃にも強い
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屋根・外壁材・雨とい
外壁材

ケイミュー（株）

外壁材  LAP-WALL

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

https://www.kmew.co.jp

工業製品でありながら天然石に迫る素材を一枚一枚重ね、伝統的な

よろい張りで仕上げる、上質で立体感あふれる外壁材。

POINT
　１．シーリングレス施工で、細かなディテールに至るまで美しい納まりが可能

　２．屋根・壁両方に施工することで、一体感のある外観デザインを演出

　３．異なる色の組み合わせやサイディングとの張り分けで、印象を切り替え

■設計　大旗連合建築設計株式会社　

■設計・採用のポイント

・豊かな環境化にあるため、余計な建築的な操作をせず、

　周辺環境に対して極力シンプルに繋がりつつ開ける L 型

　の配置計画としている。保育室に面して約４ｍの半屋外

　の広い縁側を隣接させることで雨の日でも保育室から出

　てすぐに元気に遊びまわれるバッファ空間を確保した。

・外観は周辺の住宅に倣った小さな家型のボリュームが連

　なることで、ひとつの集落のような屋根シルエットとし、

　スカイラインを意識したデザインとしている。

・家型のシルエットを屋根と外壁を同材でシンプルに作れ

　るため採用した。シックなイメージの外観を要望された

　ので彩度が低く、柄の少ない「シンプル」の色味がイメー

　ジとマッチし採用に至った。

・言われないと幼稚園に見えないシックで落ち着いた外観

　の園舎とでき、満足のいくかたちとなった。

大光寺保育園（群馬県）、LIFE SCHOOL 阿見（茨城県）、HALO 保育園・

HALO 学童クラブ（千葉県）、湘南きらら保育園（神奈川県）、くみの

木こども園（大阪府）、マリアゆめのもり保育園（福岡県）、城井保育

園児童クラブ（福岡県）　ほか

子どもたちの感性を刺激する、
個性豊かな外観デザインを演出

「LAP － WALL」。

PICK UP ！　LAP-WALL ご採用の声
スミレ幼稚園（広島県）

LAP-WALL ご採用事例

屋根・外壁：「Simple（シンプル）」　グラッサ・ブラック
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はじめに
　トップライト主材はアルミフレーム製で R 曲げ加工

品。ポリカ板（板厚５ｍｍ）は強制曲げ施工。アーチ頂

部は排水勾配が小さくなるため、雨水滞留時間が長くな

り、汚れやすく、劣化も進みやすい傾向があります。そ

のためポリカ面の耐候シート層劣化が進行しており、紫

外線でポリカ自体が黄変化・硬化している為、破損し易

くなります。
写真：某商店街アーケード（愛知県名古屋市　ポリカ施工後：24 年経過）

施工性
・現場で既存ポリカの表面を水洗い（洗剤併用の場合も

　有）するだけで、塗装が可能です。

・水性なので火災の心配が無く、環境にも優しい。

・ポリカ板を取外す事無く、そのまま塗装が可能です。

・ポリカ板〜フレームまで一体塗布が可能なので、ポリ

　カ押え面のマスキングテープ貼りが不要です。

・既存塗装面にも上塗りが可能です。（次回改修工事の

　施工性が良い）

水性飛散防止塗料 MAMORI・21N を採用する
メリット

・ポリカ板破損時の飛散防止効果。（経年劣化したポリ

　カは、破損確率が UP）

・既にひび割れしたポリカ板の飛散防止効果・止水効果。

・衝撃強度が向上します。（２kg 鉄球落下衝撃テスト社

　内試験実施済み　ホームページ内動画公開中）

・フレームからポリカ板面までの連続塗装効果から、トッ

　プライト面の止水性が向上します。

・既存ポリカ板の上から塗装可能（表面水洗浄必要・洗

　剤併用の場合も有）です。

・学校などでも多く採用されている凹凸面を持つ型板ガ

　ラスにも対応します。

・学校の自転車置場屋根、プール屋根、プールサイド日

　除けの屋根などにも対応可能です。

・既存ポリカ板に直接塗装出来るため、廃材レスで環境

　にやさしい。

・柚子肌状の塗膜面が太陽光を拡散するので内部側が明

　るく感じます。（光の均斉度が向上）　

上側（頂部側）完了後に、下側の塗装を実施。
上塗り材塗装直後は、白く見える

１回目の塗装が乾燥した状態、塗膜の透明度
UP（ポリカ板材が、塗布前の色調に戻る）

トップライトフレーム面に乗りながらの頂部
塗装作業の様子

－学校施設の改修にも対応する、環境に貢献する水性飛散防止塗料－

屋根・屋上
水性飛散防止塗料

日昌グラシス（株）

MAMORI・21N

開発営業部
〒 103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-14-6
☎ 03-5640-2801　FAX03-3667-3655

https://nissho-g.co.jp/

MAMORI・21N　24年前のポリカ板でも塗装可能
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●省エネ効果
直射日光を遮ることにより、夏場の室内温度上昇を抑制

し、空調費の低減に役立ちます。

●豊富な意匠バリエーション
ルーバー表面材は耐候性、耐久性に富むフッ素塗装鋼板

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

のため、大掛かりな養生等や後清掃が省力化できます。

外装材
外装ルーバー

日鉄鋼板（株）

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

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 看護学部教育棟
設計：株式会社押田建築設計事務所

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R︎」

使用イメージ

http://panel.niscs.nipponsteel.com/line-up/louver/neulux-louver/
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【概要】
　外壁仕上げ材（タイル、モルタル）は、時間経過とと

もに劣化し、それが剥離・剥落することで第三者災害に

繋がる可能性があります。

　建物の将来的な安全を確保し、長寿命化を図るために

は、劣化部のみの補修（事後保全）だけで大丈夫でしょ

うか？

　「ボンド アクアバインド工法」はアンカーピンと透明

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。

【施工仕上がり例】

【特長】
①優れた剥落防止性能
　剥落防止性能を確認する UR 都市機構の定める品質基

準を満たしています。また、防水性能を確認する透水性

試験も品質基準を満たしています。

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

ZⅡ」及び「ボンド アクアトップコート R︎」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

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
　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。

外壁材
タイル剥落防止システム

コニシ（株）

ボンド アクアバインド工法
本 　 　 社 　06(6228)2961　関 東 支 社 　048(637)9950　名古屋支店　052(217)8624
福 岡 支 店 　092(551)1764　横 浜 支 店 　045(514)2450　札 幌 支 店 　011(731)0351
仙台営業所　022(342)1393　新潟営業所　025(367)5050　前橋営業所　027(289)8313
栃木営業所　0285(43)1511　千葉営業所　043(305)5970　静岡営業所　054(654)2552
金沢営業所　076(223)1565　滋賀営業所　0748(70)5577　姫路営業所　079(235)1021
高松営業所　087(835)2020　広島営業所　082(208)1201　沖縄営業所　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

http://www.bond.co.jp
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