
省 エ ネ 

グリッドベース  

太陽光パネル固定システム 

屋根に負担のない軽量システム 

アーキヤマデ㈱ http://www.a-yamade.co.jp 

環境対応 省エネ 

設計価格   物件対応   

        

標準仕様   屋上 

        

工    法   グリッドベース 

        

適応部位   屋上 

        
＜工 程＞       
①防水工事 

②専用基礎：グリッドベース  

③架台設置：傾斜架台（電設業者工事） 

④太陽光パネル設置（電設業者工事） 

⑤電気工事 

  

グリッドベースＭ 
グリッドベースＳ 

リベットルーフ防水専用基礎 

３・４段設置用 １・２段設置用 



その他資材 

窓ガラス用紫外線赤外線反射吸収コーティング剤 

窓ガラスからの太陽光線の侵入熱エネルギーを大幅にカットし夏場の冷房電力負荷の低減が図れます。 

ＵＩｰシールドα（アルファ）  

㈱ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp/  

省エネ 長寿命 

設計価格   ¥12,000 (材工） 

  

標準仕様   窓ガラス 

工    法   UI-シールドα 

適応部位   窓ガラス 

＜工 程＞ 

①窓ガラス及び周辺の養生 

②ガラス面 コンパウンド清掃 

③表面の残存油分の完全除去 

④UI-シールド              0.02Kg 

⑤窓ガラス周辺養生材の撤去 

※基本的に室内側（屋内）からの施工になります。 

※窓ガラスの種類によっては適用できない場合があります。 



その他資材 

安全対策 

色調保持型タイル剥落防止工法 

既存建物のタイル仕上げの美観維持を追求した、外壁タイル剥落防止工法 

エバーガードＳＧ  

㈱ダイフレックス http://www.dyflex.co.jp/  

特殊１成分形ウレタン樹脂 
 
二重三重に塗布された特殊
ウレタン樹脂がタイル上で
一体膜となり、タイルが剝れ
るのをブロックします。 

上図はＳＧ－１工法の 
イメージです 

設計価格   ¥16,000 （材工） 

直張り又はＰＣ打込みの場合 

標準仕様   下地モルタル層がある場合も対応可能 

工    法   ＳＧ－３工法 

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

①穿孔 

②ダブルロックアンカーダイレクト  4本 

③ＥＧプライマーＴ   0.12kg  

④エバーガードＳＧ   0.3kg 

⑤エバーガードＳＧ   0.3kg 

⑥エバーガードＳＧ   0.3kg 

⑦ＥＧトップＳＧ     0.1kg 

⑧ＥＧトップＳＧ     0.1kg 



その他資材 

http://www.t-matex.co.jp 

 クリスタポート  

タキロンマテックス㈱ 

駐輪場屋根改修システム 

採光 耐候性 高強度 視認性 設計価格   ¥22,500 
参考設計価格（材料のみ
㎡当り） 

        

標準仕様   ポリカーボネート成型パネル ｔ＝3ｍｍ 

    廻り縁・軒樋：アルミ形材 

        

適応部位   駐輪場屋根   

        
＜工 程＞       
①既存屋根の撤去   

②既存骨組み（支柱・梁・母屋）の塗装 

③母屋に上面にパッキン貼り付け 

④屋根パネル（ポリカ成型パネル）取付 

⑤廻り縁・軒樋・たて樋取付   

外周を覆うフレームは 

錆びに強いアルミ製。 



その他資材 

http://www.t-matex.co.jp 

タキステップ５Ｃ蓄光タイプ＜遮音・防滑性階段用床材＞          

タキロンマテックス㈱ 

防滑性ビニル床シート 

用途：屋外・屋内モルタル下地、平鋼板製階段     ＊受注生産品 

設計価格 ５Ｃ ９００巾タイプ
￥6.800/枚（材料のみ） 
       ５Ｃ １２００巾タイプ 
 ¥9.100/枚（材料のみ） 

 
規格：900㎜.1200㎜（巾） 
    500㎜（奥行き） 

 
厚み：4.2㎜（段鼻部）、2.5㎜（踏
面部） 

 
工法：タキストロン耐水工法 

 
接着剤：タキボンド＃６０７ 

 
端部処理：タキシール＃６００ 

 
継目処理：タキストロン溶接棒 
      

防滑性 耐候性 重歩行用 

 

・タキステップの遮音・防滑性に加え、太陽光・蛍光灯等の光が
当たると蓄光し、夜間や消灯時のより安全な昇降をお届け致しま
す。 
 
・タキステップは紫外線や水に強い素材を原料としている為、変
色・変質・物性の低下が少なく、寸法安定性が良いガラスマット
の積層構造になっています。 
また、表面は磨耗や傷に強く、耐久性に優れ、万一表面が削れ
ても色・柄が同じ「インレイド構造」の為、長期に渡り使用できる
高い耐久性を持っています。 
 

視認性 



その他資材 

http://www.t-matex.co.jp 

タキストロンＬＢ＜バルコニー専用＞    

タキロンマテックス㈱ 

防滑性ビニル床シート 

用途：防滑性、耐水性、耐候性等が要求されるバルコニー及びルーフバルコニー 

設計価格￥4.200/ 
（材料のみ） 

 
規格：1820㎜.1620㎜.1350㎜. 
     

 
厚み：2.0㎜ 

 
工法：タキストロン耐水工法 

 
接着剤：タキボンド＃６０７ 

 
端部処理：タキシール＃６００ 

 
継目処理：タキストロン溶接棒 
      

防滑性 耐候性 防汚性 メンテナンス性 



その他資材 

http://www.t-matex.co.jp 

タキストロンＱＡ    

タキロンマテックス㈱ 

防滑性ビニル床シート 

用途：マンション開放廊下、階段、バルコニー等、防滑性・耐水性・耐候性が要求される屋外及び屋内施設床 

設計価格￥3.550/ 
（材料のみ） 

 
規格：1820㎜.1620㎜.1350㎜. 
    1250㎜ 

 
厚み：2.5㎜ 

 
工法：タキストロン耐水工法 

 
接着剤：タキボンド＃６０７ 

 
端部処理：タキシール＃６００ 

 
継目処理：タキストロン溶接棒 
      

防滑性 耐候性 重歩行用 



その他資材 

http://www.nihonsafety.com 

  

グリーストラップ（油水分離槽）GT型社名  

日本セイフティー㈱ 

排水による油を分離して水質汚濁を防ぐ 

商品の補足②グリースフィルターにより油分の効率的な分離・除去を行います。 

環境対応 簡単 長寿命 品質安定 



その他資材

http://marutaka-kogyo.co.jp/

タイルメクリックス

㈱丸高工業

タイルはがし機

低騒音外壁改修

外壁タイルを斫らないで撤去する新工法です。

タイル撤去 低粉塵

外壁改修工事中の
騒音・粉塵のクレームで困っていませんか？

タイルはがし機

タイルメクリックス
タイルを斫らないので騒音・粉塵の発生が無く、
クレームによる時間制限を受けずに工事ができる！

➢ 騒音･粉塵のクレーム回避

➢ 飛来落下災害ゼロ

➢ 標準化作業で品質確保

写真は45二丁掛けタイル用

Ｔ
Ｃ
プ
レ
ー
ト

落下防止リング

締付けハンドル

グリップ

スクリューハンドル

特許 第6108255番

安全対策

http://marutaka-kogyo.co.jp/


その他資材

http://marutaka-kogyo.co.jp/㈱丸高工業

・タイルを斫らずに撤去するので騒音・粉塵の発生が無く、
休日限定・時間指定等の制限を受けずにタイル撤去作業ができます。

・斫り作業によるタイルの飛散・落下が無いので安全です。

・タイルを斫らないので躯体面や周辺タイルの欠損を防止し、
工事品質を確保することが可能です。

・簡易な養生で施工ができ、作業効率の生産性向上が可能です。

・タイルの活かし取りが施工可能なため、タイルの再利用により
張替えによる色違いが発生しません。
例）外部足場の壁つなぎ部

■使用工具

サイカッター タイルメクリックス サイカップ

■特徴

外装サイレントシステム事業部 ☎ 03-6429-7280 ✉ info@marutaka-kogyo.co.jp

■作業手順

③サイカップでタイル撤去面に残った
張付けモルタルを除去します

①サイカッターで撤去するタイル
の四周目地を切断します

②タイルメクリックスでタイルを挟み、
めくり取ります

テナントビル・マンション・ホテル・病院の

外壁改修工事に最適です！

http://marutaka-kogyo.co.jp/


その他資材

https://biodatabank.co.jp/

カナリア名

Biodata bank

熱中症対策

熱中対策ウォッチ

販売価格 ¥4,500 （材）　※消費税別途

 

目　　　的

一般名称

商  品  名

熱中症を未然に防ぐ

熱中対策ウォッチ

カナリア

安全対策

簡単

省工程


掲載希望商品（カナリア）

		

																																				販売価格 ハンバイカカク				$4,500		（材） ザイ

																																				目　　　的 メマト				熱中症を未然に防ぐ ネッチュウショウミゼンフセ

																																				一般名称 イッパンメイショウ				熱中対策ウォッチ ネッチュウタイサク

																																				商  品  名 ショウヒンメイ				カナリア

		　

																																				販売価格 ハンバイカカク				$4,500		（材）　※消費税別途 ザイショウヒゼイベット

																																				目　　　的 メマト				熱中症を未然に防ぐ ネッチュウショウミゼンフセ

										kakenn

																																				一般名称 イッパンメイショウ				熱中対策ウォッチ ネッチュウタイサク

																																				商  品  名 ショウヒンメイ				カナリア



検索キーワードは５つまで使用可。



検索ｷｰﾜｰﾄﾞ

		検索キーワード ケンサク

		商品ページにコピペする際は、下記文言及び図形を縮小拡大せずに、原寸のままお使いください。 ショウヒンサイカキモンゴンオヨズケイシュクショウカクダイゲンスンツカ
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安全対策

環境対応

簡単

強風対策

軽歩行用

厳寒用

結露対応

高強度

抗菌性

高弾性

高反射

採光通風

視認性

省エネ

省工程

省電力

遮熱

重歩行用

耐候性

耐震対応

断熱対応

長寿命

低汚染型

低臭気型

低騒音

透湿性

鉛・クロムフリー

バリアフリー

品質安定

美観対応

不燃性

防汚性

防音対応

防滑性

防犯機能

防犯対応

防藻防カビ

水系

無溶剤型

メンテナンス性



価格等表

		価格等表 カカクトウヒョウ

				設計価格 セッケイカカク

				標準仕様 ヒョウジュンシヨウ				　

				工　　  法 コウホウ				　

				適応部位 テキオウブイ				　

		　		＜工 程＞ コウホド



金額のみ入力してください。
￥マークは自動表記されます。

カタログに掲載する詳細を上のピンク部分にご入力ください。
＜注意点＞
①　文字のフォント・大きさは変更せず、設定のままご入力ください。
②　不要な項目の行は、削除してください。
③　追加したい項目があれば、行を追加してください。
④　この表にあわせにくい「標準仕様」「工程」のある商品は、ページに掲載したい内容を
　　 エクセルのリストにして添付してください。事務局で加工します。



サンプル

		

																																				設計価格 セッケイカカク				$9,400		（工材） コウザイ

																																				標準仕様 ヒョウジュンシヨウ				屋上・ルーフバルコニー平場使用 オクジョウヒラバシヨウ

																																				工　　  法 コウホウ				サラセーヌＡＶ-ＥＣＯ50ＴＷ工法 コウホウ

																																				適応部位 テキオウブイ				屋上・ルーフバルコニー・ベランダ等 オクジョウトウ

		　																																		＜工 程＞ コウホド

																																				①接着剤：　ｻﾗｾｰﾇRWﾎﾞﾝﾄﾞ　0.25㎏/㎡ セッチャクザイ

																																				　 通気緩衝シート：　ｻﾗｾｰﾇＡＶｼｰﾄ ツウキカンショウ

																																				②目止め防水材：　ｻﾗｾｰﾇECO目止め　1.2kg/㎡ メドボウスイザイメド

																																				③防水材：　ｻﾗｾｰﾇECO　1.2㎏/㎡ ボウスイザイ

																																				④防水材：　ｻﾗｾｰﾇECO　1.2㎏/㎡ ボウスイザイ

																																				⑤保護仕上剤：　TWﾄｯﾌﾟ　0.1+0.1㎏/㎡（2度塗り） ホゴシアザイニドヌ



検索キーワードは５つまで使用可。
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