
防 水 材 

http://www.a-yamade.co.jp 

リベットルーフ防水 リベットルーフＣＯＯＬ社名  

アーキヤマデ㈱ 

太陽光高反射塩ビ樹脂系シートです。 

塩ビ系シート防水システム 

JISA 6008 合成高分子系ルーフィングシート 補強複合タイプ 

高反射 強風対策 長寿命 メンテナンス性 

設計価格   ¥8,500  （材工共） 

        

標準仕様   屋上・ルーフバルコニー平立上り共 

        

工    法   リベットルーフＣＯＯＬ 

        

適応部位   屋上・ルーフバルコニー 

        
＜工 程＞       
①絶縁シート：絶縁シート t=1.0 

②塩ビ鋼板：FL鋼板固定  

③固定ディスク：IHディスク ２箇所程度／㎡ 

④防水シート：リベットルーフCOOL t=1.5 

⑤液状シール：FLシール  



防 水 材 

http://www.a-yamade.co.jp 

リベットルーフ防水 リベットルーフＳＧＭ社名  

アーキヤマデ㈱ 

スタンダードな、塩ビ樹脂系シートです。 

塩ビ系シート防水システム 

JISA 6008 合成高分子系ルーフィングシート 一般複合タイプ 

断熱対応 メンテナンス性 

設計価格   ¥7,800  （材工共）＊非断熱 

        

標準仕様   屋上・ルーフバルコニー平立上り共 

        

工    法   リベットルーフＳＧＭ 

        

適応部位   屋上・ルーフバルコニー 

        
＜工 程＞       

①絶縁シート：絶縁シート t=1.0 

②塩ビ鋼板：FL鋼板固定  

③固定ディスク：IHディスク ２箇所程度／㎡ 

④防水シート：リベットルーフＳＧＭ t=1.5 

⑤液状シール：FLシール  



防 水 材 

http://www.a-yamade.co.jp 

リベットルーフ防水 リベットルーフＣＯＯＬ 断熱工法社
名  

アーキヤマデ㈱ 

太陽光高反射塩ビ樹脂系シートです。 

塩ビ系シート防水システム 

JISA 6008 合成高分子系ルーフィングシート 補強複合タイプ 

断熱対応 高反射 強風対策 長寿命 メンテナンス性 

設計価格   ¥11,700  （材工共）＊断熱２５㎜ 

        

標準仕様   屋上 平場 

        

工    法   リベットルーフＣＯＯＬ 

        

適応部位   屋上・ルーフバルコニー 

        

＜工 程＞       

①絶縁シート：絶縁シート t=1.0 

②塩ビ鋼板：FL鋼板固定  

③固定ディスク：IHディスク ２箇所程度／㎡ 

④防水シート：リベットルーフCOOL t=1.5 

⑤液状シール：FLシール  



防 水 材 

http://www.saracenu.com  

サラセーヌＡＶ工法社名  

AGCポリマー建材㈱ 

通気緩衝性はもとより、部分密着式による密着耐久性にも優れ、２０年以上の実績のある防水工法です。 

設計価格   ¥9,000 （材工） 

  

標準仕様    屋上・ルーフバルコニー平場使用 

工    法    サラセーヌＡＶ-ＫＫ50Ｔフッ素工法 

適応部位    屋上・ルーフバルコニー等 

＜工 程＞ 

①接着剤： ｻﾗｾｰﾇAVﾎﾞﾝﾄﾞ 0.25㎏/㎡ 

  通気緩衝シート： ｻﾗｾｰﾇＡＶｼｰﾄ 

②目止め防水材： ｻﾗｾｰﾇAV-W 1.2kg/㎡ 

③防水材： ｻﾗｾｰﾇK 1.3㎏/㎡ 

④防水材： ｻﾗｾｰﾇK 1.2㎏/㎡ 

⑤保護仕上材： ｻﾗｾ-ﾇTﾌｯ素 0.15㎏/㎡ 

ウレタン塗膜防水通気緩衝工法 

耐候性（耐久性） 

長寿命 



防 水 材 

http://www.saracenu.com  

サラセーヌＥＣＯシリーズ社名  

AGCポリマー建材㈱ 

無容剤タイプのウレタン塗膜防水です。 

設計価格   ¥9,400 （工材） 

  

標準仕様    屋上・ルーフバルコニー平場仕様 

工    法    サラセーヌＡＶ-ＥＣＯ50ＴＷ工法 

適応部位    屋上・ルーフバルコニー等 

＜工 程＞ 

①接着剤： ｻﾗｾｰﾇRWﾎﾞﾝﾄﾞ 0.25㎏/㎡ 

  通気緩衝シート： ｻﾗｾｰﾇＡＶｼｰﾄ 

②目止め防水材： ｻﾗｾｰﾇECO目止め 1.2kg/㎡ 

③防水材： ｻﾗｾｰﾇECO 1.2㎏/㎡ 

④防水材： ｻﾗｾｰﾇECO 1.2㎏/㎡ 

⑤保護仕上材： TWﾄｯﾌﾟ 0.２㎏/㎡（2回塗り） 

環境対応 無溶剤型 

環境対応型ウレタン塗膜防水システム 

防水材は、JIS A 6021 屋根用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形認証製品です。 



防 水 材 

http://www.saracenu.com  AGCポリマー建材㈱ 

ウレタン塗膜防水用遮熱用保護仕上材（アクリルウレタン系・フッ素樹脂系） 

サラセーヌＴサ－モ・サラセ－ヌＴフッ素サ－モ社名  

夏場の建築物の温度上昇を抑制します。 

設計価格   ¥8,700 （材工） 

  
オプション 
仕様例 

   屋上・ルーフバルコニー平場使用 

工    法    サラセーヌＡＶ-ＫＫ50Ｔサーモ工法 

適応部位    屋上・ルーフバルコニー等 

＜工 程＞ 

①接着剤： ｻﾗｾｰﾇＡＶﾎﾞﾝﾄﾞ 0.25㎏/㎡ 

  通気緩衝シート： ｻﾗｾｰﾇＡＶｼｰﾄ 

②目止め防水材： ｻﾗｾｰﾇＡＶ-Ｗ 1.2kg/㎡ 

③防水材： ｻﾗｾｰﾇK 1.3㎏/㎡ 

④防水材： ｻﾗｾｰﾇK 1.2㎏/㎡ 

⑤保護仕上材： Tサーモ 0.2㎏/㎡ 

屋上表面のウレタン塗膜防水層の蓄熱の原因
となる赤外線反射により、塗膜温度上昇を最
大５℃～１５℃抑制します 

 

遮熱保護仕上材 

サラセーヌTサーモ 

 

汎用保護仕上材 

サラセーヌＴ 

 

遮熱 



防 水 材 

http://www.saracenu.com  

サラセーヌＴフッ素シリ－ズ（Ｔフッ素・ＴＪフッ素・Ｔフッ素水性）
社名  

AGCポリマー建材㈱ 

長時間ウレタン防水層を保護する耐久性のあるフッ素系保護仕上材です。 

設計価格   ¥9,900 （材工） 

  

標準仕様    屋上・ルーフバルコニー平場仕様 

工    法    サラセーヌＡＶ-ＥＣＯ50ＴＪフッ素工法 

適応部位    屋上・ルーフバルコニー等 

＜工 程＞ 

①接着剤： ｻﾗｾｰﾇRWﾎﾞﾝﾄﾞ 0.25㎏/㎡ 

  通気緩衝シート： ｻﾗｾｰﾇＡＶｼｰﾄ 

②目止め防水材： ｻﾗｾｰﾇECO目止め 1.2kg/㎡ 

③防水材： ｻﾗｾｰﾇECO 1.2㎏/㎡ 

④防水材： ｻﾗｾｰﾇECO 1.2㎏/㎡ 

⑤保護仕上材： TＪフッ素（弱溶剤ﾀｲﾌﾟ） 0.15㎏/㎡ 

ウレタン塗膜防水用超耐候性保護仕上材（溶剤タイプ・弱溶剤タイプ・水性タイプ） 

長寿命 耐候性 



防 水 材 

http://www.rimspray.com  

リムスプレ－工法社名  

AGCポリマー建材㈱ 

超速硬化ウレタンと高硬度・高強度ウレタンを組み合わせた、画期的な駐車場防水工法です。 

設計価格   ¥14,300 （材工） 

  

標準仕様    駐車場防水平場仕様 

工    法    リムスプレーＡＤ-ＦＶ３０ＣＲ工法 

適応部位    駐車場等 

＜工 程＞ 

①ﾌﾟﾗｲﾏ-： 各種ﾌﾟﾗｲﾏ- 0.2㎏/㎡ 

②超速硬化ｳﾚﾀﾝ吹付け材： Ｆ-1000 1.5kg/㎡ 

③超速硬化高硬度ｳﾚﾀﾝ吹付け材： Ｖ-3000 0.5kg/㎡ 

④超速硬化高硬度ｳﾚﾀﾝ吹付け材／骨材： 
                      Ｖ-3000 1.0㎏/㎡／ＡＤ骨材＃10 0.4㎏/㎡ 

⑤保護仕上材： ＣＲトップ 0.2㎏/㎡ 

超速硬化ウレタン吹き付け工法 

超速硬化ウレタンだからどのような形状の床等にもシ－ムレスで塗膜層を短時間で形成します。 

設計価格   
¥7,600【ＹＫ工法】

¥8,500【KD工法】 
（材工） 

  

標準仕様    ＹＫ工法、ＫＤ工法 

工    法   
 リムスプレーＹＫ-ＦＦ15ＣＲ工法（開放廊下） 
 リムスプレーKD-ＦＦ15ＣＲ工法（階段） 

適応部位    開放廊下、階段 

＜工 程＞ 

①ﾌﾟﾗｲﾏ-： 各種ﾌﾟﾗｲﾏ- 0.2㎏/㎡ 

②超速硬化ｳﾚﾀﾝ吹付け材： Ｆ-1000 1.5kg/㎡ 

③保護仕上材： ＣＲトップ 0.2kg/㎡ 

高強度 



防 水 材 

社名  

コニシ㈱ 

建築用２成分形アクリルウレタン系シーリング材 

ＪＩＳ A5758 F-25LM-9030(UA-2) 

http://www.bond.co.jp/  

美観対応 

●耐久性区分９０３０適合 ●低モジュラス型  ●日本シーリング材工業会ノンホルムアルデヒド製品登
録Ｆ☆☆☆☆（JSIA‐003025） ●塗料との密着性が良く、ほとんどの塗料に対して汚染を生じません。 
●厚生労働省による室内濃度指定値策定１３物質を配合していません。 

  

建築用２成分形ポリウレタン系シーリング材 

ＪＩＳ A5758 F-25LM-8020(PU-2) 

美観対応 

●耐久性区分８０２０適合 ●低モジュラス型  ●日本シーリング材工業会ノンホルムアルデヒド製品登
録Ｆ☆☆☆☆（JSIA‐003026） ●塗料との密着性が良く、ほとんどの塗料に対して汚染を生じません。 
●厚生労働省による室内濃度指定値策定１３物質を配合していません。 

設計価格 ¥2,400 /ℓ 
 

標準仕様 ■

基剤：硬化剤：カラーマスター

＝ １００：３００：１３

■プライマー

シールプライマー＃９又は＃７

（油性コーキング打替えは

別途専用プライマーを使用）

・ その他注意事項は「ボンドシーリング材

総合カタログまたは製品カタログをご参

照ください。

適応部位

塗装目地，ＲＣ造の各種塗装目地，

各種パネル・ボード類の塗装目地，

窓枠廻りの塗装目地，クリア塗装

を施す目地

・ ガラス廻りには適しません。

・ 露出目地では表面にごみの付着が目立

つ場合があります。

混合比（重量比）

プレキャストコンクリート板の各種

設計価格 ¥1,800 /ℓ 
 

標準仕様 ■

基剤：硬化剤

＝ １００：４００

■プライマー

シールプライマー＃９又は＃７

（油性コーキング打替えは

別途専用プライマーを使用）

・ その他注意事項は「ボンドシーリング材

総合カタログまたは製品カタログをご参

照ください。

適応部位

目地，窓枠廻りの塗装目地，ＡＬＣ

パネル板間目地

・ ガラス廻り，金属部材間目地，露出目地に

は適しません。

混合比（重量比）

コンクリート・モルタルの各種塗装



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

ＤＳカラー・ゼロ  

㈱ダイフレックス 

特定化学物質無配合 ２成分形ウレタン塗膜防水材 

ＪＩＳ Ａ ６０２１ 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）  

環境対応 

設計価格   ¥8,900 (材工） 

  

標準仕様   屋上・ルーフバルコニー仕様 

工    法   ＤＳＴ－２００ゼロ工法 

適応部位   屋上・ルーフバルコニー・ベランダ等 

＜工 程＞ 

①各種プライマー     0.2kg 

②自着シート        1.0m 

  ジョイントテープＴＭ   ※１ 

  ＤＦメッシュテープ    ※１ 

③ＤＳカラー・ゼロ     2.0kg 

④ＤＳカラー・ゼロ     1.9kg 

⑤ＤＳトップ・ゼロ      0.2kg 

※１：現場の状況により異なります。 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

ＧＥＴシステム  

㈱ダイフレックス 

超速硬化ウレタン防水システム 

ＪＩＳ Ａ ６０２１ 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）  

低騒音 

｢圧縮エアー混入層｣ 

省工程 

超速硬化ウレタンを圧縮空気により微粒化し、多重
衝突混合させて｢防水層｣を形成しるシステムです 

 

特許 

設計価格   ¥5,500 (材工） 

標準仕様   屋上・露出アスファルト下地 

工    法   Ｇ－ＯＲ－Ｓ（5mm）工法 

適応部位   屋上・シングル屋根、スレート屋根等 

＜工 程＞ 

※各種プライマー     0.2kg 

②ＧＥＴ－１０００      5.0mm 

③エクセルトップ高反射  0.2kg 

※現場の状況によりプライマーを塗布する場合があります。 

※現場の状況により塗膜厚が増える場合があります。 

 （別途見積） 

※現場の状況により下地処理をする場合があります。 

高反射 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

エバーコートＺｅｒｏ－１シリーズ  

㈱ダイフレックス 

特定化学物質無配合 １成分形ウレタン塗膜防水材 

ＪＩＳ Ａ ６０２１ 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形（旧１類） 一般用１成分形 

環境対応 品質安定 耐候性 

高強度・高耐久・高品質の                      
もご用意しております。 

設計価格   ¥8,900 (材工） 

  

標準仕様   屋上・ルーフバルコニー仕様 

工    法   エバーコートＺＳＴ－3００工法 

適応部位   屋上・ルーフバルコニー・ベランダ等 

＜工 程＞ 

①各種プライマー        0.2kg 

②自着シート          1.0m 

  ジョイントテープＴＭ     ※１ 

  ＤＦメッシュテープ      ※１ 

③エバーコートＺｅｒｏ－１Ｓ   2.0kg 

④エバーコートＺｅｒｏ－１Ｓ   1.9kg 

⑤各種トップコート       0.2kg 

※ 現場の状況によって異なります。 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

クイックスプレー 

㈱ダイフレックス 

超速硬化ウレタン塗膜防水システム 

ＪＩＳ Ａ ６０２１ 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）  

環境対応 品質安定 

SPM-SK工法 

設計価格   ¥7,200 (材工） 

  

標準仕様   開放廊下・外階段 

工    法   ＳＰＭ－１６０ＫＲ 

適応部位   折板屋根・開放廊下・一般床等 

＜工 程＞ 

①プライマーＰＷ－Ｆ        0.2kg 

②エバーコートＳＰ－１００     1.6kg 

③エクセルトップ          0.2kg 

※ 下地の状態によりプライマーの塗布量を増やす場合 

   があります。 

※ その他の厚みに関してはご相談ください。 

SPM-KY工法 

SPM-IY工法 SPM-KK工法 SPOR工法 

【クイックスプレーのその他の施工方法】 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

グリーンプレイス 

㈱ダイフレックス 

屋上緑化専用防水システム 

複合防水だから緑化に求められる防水の条件をすべてクリア   

メンテナンス性 設計価格   ¥13,400 (材工） 

  

標準仕様   屋上・ルーフバルコニー 

工    法   Ｕ－ＶＦ工法 

適応部位   屋上・ルーフバルコニー 

＜工 程＞ 

①プライマーＰＷ－Ｆ    0.2kg 

②Ｔ－１１           1.4kg 

③ＲＰプライマー＋セメント 0.2kg 

④ＲＰ＃１５００        0.6kg 

⑤ガラスマット＃４５０    1.07m 

⑥ＲＰ＃１５００        0.8kg 

⑦RPカラー        0.4kg 
※平場・立上りとも、植栽部以外の防水層 

の露出部分はトップコート仕上げになります。 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

シーカプラン 

㈱ダイフレックス 

塩化ビニル樹脂系シート防水システム 

世界で通用する安心・安全な製品と品質、各国の厳格な製品認証を取得しています。   

高反射 高強度 
設計価格   ¥7,600 (材工） 

  

標準仕様   屋上 

工    法   １２Ｇ－ＩＷ 

適応部位   屋根 

＜工 程＞ 

①絶縁シート敷設（必要な場合） 

②塩ビ降板、ＩＷディスク盤固定 

③シーカプランＧ敷設 

④溶融着接合 

⑤誘導加熱接合 

⑥端末処理 

※下地がＡＬＣパネルの場合、エポキシ樹脂を下穴に 

  注入する場合がある。 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

パワレックス 

㈱ダイフレックス 

超速硬化ウレタン塗膜 駐車場防水工法 

耐久性と経済性を同時に実現させた画期的な工法です。   

品質安定 高強度 防滑性 設計価格   ¥13,500 (材工） 

標準仕様   屋上・中階層 

工    法   ＭＵ－１Ｅ工法 

適応部位   駐車スペース・地下駐車場等 

＜工 程＞ 

①プライマーＰＷ－Ｆ       0.2kg 

②プラマックス４５０Ｐ      1.5kg 

③プラマックス４５０Ｐ      0.4kg～ 

④パワークロンＧ        0.4kg 

⑤プラマックス４５０Ｐ      0.4kg～ 

⑥エクセルトップ         0.18kg～ 

※工程３．４．５の防滑層は同時、施工が可能です。 

※使用するプライマーは下地の種類や現場環境により異なる 

  場合があります。 

※下地条件により使用量に差が生じる場合があります。 



防 水 材 

http://www.dyflex.co.jp/  

ランスロック 

㈱ダイフレックス 

超速硬化ウレタン塗膜防水機械的固定工法 

ＪＩＳ Ａ ６０２１ 建築用塗膜防水材 屋根用ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）  

環境対応 品質安定 断熱対応 高反射 軽歩行用 

設計価格   ¥8,700 (材工） 

  

標準仕様   屋上平場仕様 

工    法   ランスロック・ＳＰＲ－１６０工法 

適応部位   屋上等 

＜工 程＞ 

①ランスロックシート        1.05m 

  専用アンカー          2.6個 

  ＤＦボンドＷ            － 

  ＤＦメッシュテープ        1.2m 

③エバーコートＳＰ－１００      1.6kg 

③エクセルトップ高反射      0.2kg 

※ 立上りは状況によりメッシュを入れる場合があります。 

※ 専用アンカーの種類や数量は下地によって異なります。 

※ 入隅にはキャントを設置し種類や数量は下地によって異なります。 

※ 断熱材を入れる事により外断熱工法も可能です。 



防 水 材 

サンタックIB‐LL仕様社サンタックIB‐LL仕様名  

早川ゴム㈱ 

ポリメリック可塑剤塩化ビニル樹脂系防水シート 

長期保証システム 

設計価格   ¥12,500～ （材工） 

  

標準仕様    軽歩行 

工    法    LL-HD15L 

適応部位    屋上防水 

＜工 程＞ 

①緩衝材敷き込み 

②IB積層鋼板取付け 

③IBシート敷き込み 

④IBディスクパッチ取付け 
⑤ IBリキッド塗布 

http://www.santac.or.jp/ 

環境対応 耐候性（耐久性） 断熱対応 長寿命 



防 水 材 

サンタックIBシート防水 

早川ゴム㈱ http://www.santac.or.jp/ 

ポリメリック可塑剤塩化ビニル樹脂系防水シート 

機械固定工法 

設計価格   ¥8,100～ （材工） 

  

標準仕様    軽歩行 

工    法    NHD-15／HD－15／NHD-20／HD-20 

適応部位    屋上防水 

＜工 程＞ 

①緩衝材敷き込み 

②IB積層鋼板取付け 

③IBシート敷き込み 

④IBディスクパッチ取付け 
⑤ IBリキッド塗布 

環境対応 耐候性（耐久性） 断熱対応 長寿命 
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