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桐井製作所 天井工法

新耐震 Full Power 天井
特定天井の構造方法に対応した設計が可能

平成 25 年国土交通省告示第 771 号（特定天井の構造方法）が 2014 年 4 月 1 日に施行されました。
『新耐震 Full Power 天井』は技術基準解説による試験規格に対応しており、特定天井の構造方法に対応した

設計が可能な天井工法です。

規格

試験体・試験方法

国土交通省告示第 771 号技術基準解説による試験規格対応
①　JIS19 形 天井ユニットの水平許容耐力　1,700N
②　JIS25 形 天井ユニットの水平許容耐力　2,500N
③　C40 型 天井ユニットの水平許容耐力　最大 5,000N

（天井ふところ及びブレース角度によって『天井ユニットの水平許容耐力』が変わる可能性があります。）

問い合わせ先

株式会社 桐井製作所
http://www.kirii.co.jp/

〒 100-0011　
東京都千代田区内幸町 1-1-1
帝国ホテルタワー 18 階
TEL：03-3539-6644（お問い合わせ窓口）

試験データ（C40 型仕様）

概要

・国土交通省認可団体　日本耐震天井施工共同組合認定工法　　
・天井の設計仕様に応じて JIS19 形、JIS25 形、C40 型の 3 仕様を

用意しています。

用途

・特定天井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・特定天井に沿った設計を実施する天井　　　　　　　　　　　
・文教施設など

構造

試験データ

仕様

JIS19 形 JIS25 形
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桐井製作所

安心天井
単位面積質量 2kg/m2 以下の天井に対応可能

学校施設（屋内運動場等）は天井等落下防止対策の速やかな実施が求められています（『学校施設におけ
る天井等落下防止対策のための手引』平成 25 年 8 月／文部科学省）。

『安心天井』は、「特定天井」の要件である『天井面鋼製部材等の単位面積質量 2kg/m2』以下の設計が可
能である上に、体育館や勾配天井、新築および改修に適した天井工法です。

概要

構造

【２つの『安心』により快適な空間を実現】
① 優れた機能性

屋内からの吸音性、天井裏の遮音・遮熱に優れたグラスウールボード材を仕上げ材に使用。
② 軽量仕様

天井下地材（吊り材を含まず）＋付属金物＋天井板（仕上げ材）＝天井面構成部材の単位面積質量が 2kg/m2 以下。

問い合わせ先

株式会社 桐井製作所
http://www.kirii.co.jp/

〒 100-0011　
東京都千代田区内幸町 1-1-1
帝国ホテルタワー 18 階
TEL：03-3539-6644（お問い合わせ窓口）

施行例（体育館）

安心天井　震動台実験動画　http://www.kirii.co.jp/movie/

振動台実験

【天井仕様】 吊りボルトピッチ 1,200 × 1,200
 野縁 CW-19
 アルミハット型バー @927
 アルミ T 型バー @1,821

※国土交通省平成 25 年告示第 771 号の技術基準の解説では、天井面構成部材等で単位面積質量が 2kg/m2 以下の軽量な吊り天井であれば、万が一天井が
落下した場合においても重大な人的被害が生ずる可能性は低いことから、『特定天井』の対象外とされています。

設計価格

平天井：8,400 円／ m2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（仕上げ含む材工単価、天井ふところ 1m 以下）　　　　　　
勾配天井：9,400 円／ m2　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（仕上げ含む材工単価、天井ふところ 1m 以下）　

用途

体育館、武道場、集会所など

採用実績

宮城県／某社工場
福島県／某学校
新潟県／某学校屋内運動場
富山県／某学校体育館
茨城県／某体育館
東京都／某学校
東京都／某学校体育館

神奈川県／某学校
静岡県／某学校武道場
静岡県／某社工場
福井県／某学校
兵庫県／某学校
広島県／某学校体育館
鳥取県／某幼稚園　他

※以下工事項目について別途
解体、仮設、養生、吊り元補強（ブドウ棚設置、インサート増設など）、
塗装、法定福利費

※天井形状は平又は傾斜（3 寸勾配まで）のみとし、立上がり、下がり及び
曲面は不可

※プール等 GC ボード仕上げに適さない用途は設置不可
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桐井製作所

STEEL  FLOOR  鋼製床下地材  GTシリーズ
鋼製床 GT シリーズは、体育館をはじめ多くの環境に対応できる床下地材です。

概要

スポーツ施設（体育館・武道場）や一般施設（オフィス・倉庫等）、屋外施設（ウッドデッキ下地）等の幅広い用途にご使用いただけます。
遮音仕様、耐震仕様などにも対応可能です。

問い合わせ先

株式会社 桐井製作所
http://www.kirii.co.jp/

フロア事業部　事業グループ
〒 136-0082
東京都江東区新木場 1-4-4　

（株）ケィ・ユーシステム内
TEL：03-5534-0400　FAX：03-3522-7977

● 体育館・武道場

設計価格

お問い合わせください。

主要製品

● ステージ・高床体育施設

● 高荷重が加わるスポーツ施設 ● 屋内施設全般

● 屋外施設全般 ● 低床屋内施設全般

採用実績

お問い合わせください。

※各製品の対応床高さ、許容荷重につきましてはお問い合わせください。
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マグ・イゾベール 天井工法

イージーセーフ工法
体育館、講堂等の天井安全安心対策としての、軽量で柔軟なグラスウール天井板

軽量で柔軟なグラスウール天井板（マグストーン）を、塩ビ嵌合ジョイナーで天井母屋や、母屋受け（軽量
形鋼等）に直張りする天井工法です。告示 771 号の特定天井の現場にも施工が可能です。
文部科学省発行（2014 年 4 月）の「屋内運動場等の天井等落下防止対策」に施工例が掲載されています。
事例 4 に該当しますので、非構造部材の耐震対策に係る財政支援制度をご利用頂けます。

概要

構造

約 1.6kg/m2 の軽量な天井板を使用
万が一の落下時にも被害を最小限に抑えることができ
ます。

・イージーセーフ工法に使用されるグラスウール天井
板、マグストーンは 1m2 あたり約 1.6kg と非常に軽
量です。

・取り付け部材も丈夫で軽量な塩化ビニール製です。

問い合わせ先

マグ・イゾベール株式会社
http://www.isover.co.jp

〒 102-0083
東京都千代田区麹町 3 丁目 7 番地
サンゴバンビル
TEL：03-3288-6304

施工例（体育館）

設計価格

材工設計価格：10,000 円／ m2

施工範囲： マグストーン天井板＋塩ビジョイナーを天井母屋や塩
ビジョイナー受け（軽量形鋼等）に取り付け。
塩ビジョイナー受け施工費は含んでいません。また開
口補強工事は別途となります。

公立小学校体育館（東京都）

規格

【不燃材料】 認定 NM-8610
【断熱性能】 熱伝導率 0.034w/mk　

室内の断熱性能や夏期の日射対策に効果があります。
【吸音性能】 平均吸音率 NRC ＝ 0.88　

 放送局等で使用されています。
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■密度64kg／m3厚さ25mm
背後空気層300mm
N.R.C＝0.88

④

③

②

①

塩ビグラスウールジョイナー
25セット

塩ビグラスウールジョイナー25セット

Lアングルピース：90×90×3.2

母屋受け（塩ビジョイナー取付下地）：
C75×45×15×1.6

母屋：Cチャンネル

X Y

④ ③ ② ①

母屋受け

（Y方向）

塩ビグラスウールジョイナー25セット

母屋：Cチャンネル
（X方向）

塩ビグラスウールジョイナー25セット

母屋：Cチャンネル
Lアングルピース
母屋受け（塩ビジョイナー取付下地）

天井改修時の納まり例

施工期間

600 ～ 800m2 程度の小中学校の体育館の場合には、足場養生を
入れて、天井改修工事として約 1.5 ヶ月を要します。
※ご設計仕様により工期が変動致します。

採用実績

国立大学体育館（宮城県）
公立小学校体育館（東京都）
公立小学校体育館（長野県）
公立小学校体育館（静岡県）
公立中学校体育館（岡山県）
公立小中学校体育館（神奈川県）
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塩ビグラスウールコーナーカバー25セット

①GWコーナーカバー25 ホワイト　R505800 65
②GWコーナーベース25 ホワイト　R505800 66

①

②

1,480円/st　L=2,730 50st入

1.
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塩ビグラスウールコーナー25

R505800 53 900円/本 L=2,730 25本入
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塩ビグラスウールジョイナー25セット

1,640円/st L= 2,730 50st入

①

②

①GWジョイナーカバー25　R505800 67
②GWジョイナーベース25　R505800 68

1.
2
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帝人 天井板

超軽量天井材「かるてん ®」
安心・快適な空間をつくる新素材天井材

吊り天井を大幅に軽量化できるポリエステル製不織布基材の天井材です。体育館、ホール、大型店舗、工
場など、大規模建築構造物の安全性を大きく向上させるソリューションをご提案します。

適用例

問い合わせ先

帝人株式会社
http://www.teijin.co.jp/

エンジニアリングファイバー部
フリクション・シール課
〒 100-8585　東京都千代田区霞が関 3-2-1　
霞が関コモンゲート西館
TEL：03-3506-4873　FAX：03-3506-4199
E-mail : karuten@teijin.co.jp

施工例（東京工業大学トレーニングルーム）

仕様

① 既存天井材からの張り替え
天井材の落下防止と落下時の被害を最小化させるために、既存の石膏ボードやロックウール吸音板からの張り替えが行えます。
ビスで簡単に下地材に留める事ができます。施工動画を用意していますので、初めての方でも安心して使用頂けます。

② 特定天井対応
告示に沿った耐震天井タイプ（在来工法）、及び天井重量を 2kg/m2 以下にした軽量天井タイプ（システム天井）のどちらにも対応
できる施工法を用意しています。

【一般的な石膏ボードに比べ重量は約 1/10 ！】
「かるてん ®」はポリエステル製タテ型不織布「V-Lap®」を基材とした、従来のロックウール吸音板や石膏ボード

とはまったく異なる新しい天井材。その圧倒的な軽さで、安心・安全に大きく寄与します。柔らかく、割れにく
い素材なので、剥離・落下しにくく、人的被害を最小限に抑え、施設としての機能維持や避難所としての空間確
保を実現します。

【快適な空間を創出する断熱性と吸音性！】
薄く軽量でありながら、断熱性吸音効果を併せ持つ天井材です。

【建築の可能性を広げる、しなやかで強靱な新素材！】
軽くて柔らかい素材なので、運搬や持ち運びの手間を削減。また、カット作業においても、カッターで簡単に切
る事ができ、ロックウール吸音板や石膏ボードのような粉塵飛散や騒音もなく、現場の作業環境を改善します。

表面色 実寸法（標準モジュール）mm

白
黒

※オプションとして表面
プリントも可能です。

張り替え 特定天井対応
（耐震天井タイプ）

特定天井対応
（軽量天井タイプ）

470 × 925（455 × 910）
925 × 925（910 × 910） 470 × 925（455 × 910） 925 × 925（910 × 910）

施工のようす
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吉野石膏 天井板

ジプトーンウルトラライト／マーブルトーンウルトラライト

ジプトーン、マーブルトーンを約25％軽量化。天井下地への負荷を軽減します！

・従来の直張り天井板を大幅に軽量化することで、施工性の向上と天井下地への負荷軽減を実現しました。
・軽量化と施工性の向上、コストの点においてトータルメリットに優れた天井板です。
・商業施設、オフィスビル、病院、学校などあらゆる用途にお使いいただけます。

問い合わせ先

吉野石膏株式会社
http://www.yoshino-gypsum.com/

吉野石膏 DD センター
〒 100-0005　
東京都千代田区丸の内 3-3-1（新東京ビル）
TEL：03-3284-1181　FAX：03-3284-1194

設計価格

ソーラトンライト・グリッド  1,960 円／ m2

ソーラトンライト・ワイド（9mm 厚）  1,500 円／ m2

ソーラトンライト・ワイド（12mm 厚）、ワイド 600  1,700 円／ m2

※消費税・工事費別

ジプトーン・ウルトラライト施工写真

設計価格

ジプトーン・ウルトラライト 710 円／ m2

マーブルトーン・ウルトラライト 790 円／ m2

※消費税・工事費別

静かな室内環境をつくり、天井下地への負荷を軽減します！
超軽量せっこう天井板シリーズ

グリッド／ワイド／ワイド 600
軽量ロックウール化粧吸音板 ソーラトンライト

ラインナップ・規格

● ジプトーン・ウルトラライト〈直張り用〉
サイズ：9.5mm 厚　455 × 910mm、910 × 910mm
● マーブルトーン・ウルトラライト〈直張り用〉
サイズ：9.5mm 厚　455 × 910mm、910 × 910mm

・準不燃材料 QM-0752（不燃材料品もございます）
・ホルムアルデヒド規制対象外品

他にクロスやペンキ下地用のレギュラータイプの超軽量品もご用
意しております。
※納期については事前に最寄りの支店・営業所へご確認ください。
※ JIS 品ではありませんので、JIS 規格を要求される場合には使用

できません。

ジプトーン・ウルトラライトと従来品の比較

ソーラトンライト・ワイド 600 施工写真

ラインナップ・規格

● ソーラトンライト・グリッド〈グリッド天井用〉
サイズ：15mm 厚　592 × 592mm　など

● ソーラトンライト・ワイド〈直張り用〉
サイズ：9mm、12mm 厚　455 × 910mm

● ソーラトンライト・ワイド 600〈直張り用〉
サイズ：12mm 厚　600 × 600mm

・不燃材料 NM-8599
・JIS A 6301 吸音材料
・ホルムアルデヒド規制対象外品

・従来のソーラトンのグリッド製品および直張り製品を軽量化。室内の耳障りな反響音や室外の騒音を抑え、
静かな室内環境をお届けします。

・捨張ボードが不要な点に加え、さらに天井全体の軽量化が可能です。
・オフィスビル、商業施設、病院、学校などで特に吸音性能が要求される場所にお使いいただけます。
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材工　12,000 円 /m
材料　定尺　1,820ℓ→ 15,000 円 / 枚
出隅／入隅　400ℓ→ 15,000 円 / 個

0.8t × 110 × 14 × 1,820
出隅／入隅（400 ℓ）
実用新案登録　第 3177138 号
国交省　不燃認定番号　NM-3781「ライト MG」
重量：標準品 約 250g/m
カラー：ホワイト

アサヒサンコー 内装材

 アサヒセーフティコーナー
3方向の揺れに対応（可動）する 軽量・不燃・安全・安心の廻り縁 「EXP・Jカバー」

地震の揺れによる天井材と内壁の衝突を防ぐためのクリアランスをカバーする建材です。
軽量不燃合金『ライト MG』をクリップにて天井材に挟み込み、板バネで揺れを吸収します。
天井材と一緒にあらゆる方向（X・Y・Z の三方向）に可動します。
落下防止ワイヤーを取り付け、天井材に挟み込むだけで短時間に簡単に施工出来ます。

規格

問い合わせ先

 アサヒサンコー株式会社
http://as-sanco.jimdo.com

〒 252-0137
神奈川県相模原市緑区二本松 1-37-11-102
TEL：042-762-3265　FAX：042-762-3352
E-mail：as-sanco.gata.ken@mbr.nifty.com

開発経緯

JST（科学技術振興機構）の復興促進プログラムにて
㈱つくば研究支援センター
茨城県中小企業振興公社
茨城県工業技術センター　の支援をうけ開発

都内 T 中学校

用途

天井のクリアランス 60mm の塞ぎカバー（EXP・J カバー）
天井の器機や柱まわりのクリアランス 60mm の塞ぎカバー

（EXP・J カバー）

設計価格

施工期間

簡単施工（落下防止ワイヤーを野縁につけ天井材に挟み込むだけで完了）

都内 T 小学校

構造

施工写真

現状の X・Y・Z の 3 方向に可動しないクリアランスの塞ぎ板は、
地震時には変形・破損します。
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イトーキ 内装材

高耐震間仕切 G
減災対策・人命保護・機能維持に最適なリスクに備えるスチールパーティション

オフィスにおける大地震時のサーバールームの機能維持対策や避難導線の確保による人命保護のみならず、学
校や医療福祉施設等への減災対策としてもお勧めする東日本大震災級の地震波に耐えるスチールパーティション
です。
2015 年よりガラススタイルで 4 パターン、パネルスタイルで 3 パターンを新たに追加し、安全・安心を備え
多種多様なご要望にお応えします。

仕様

製品特長

問い合わせ先

株式会社イトーキ
http://www.itoki.jp

建材事業本部　建材商品開発部
企画課（担当：竹田・中西・河村）
〒 104-0045
東京都中央区築地 7-17-1
住友不動産築地ビル 6 階
TEL：03-3546-7412　FAX：03-3546-7413

納入事例：大阪経済法科大学様／建築物の耐震補強工事に伴い、内装材にも耐震性能の高いパーティションを採用いただきました。

用途

① サーバー室など BCP 上重要な居室
② 避難経路の確保が必要な空間 
③ 金融企業等の災害対策室等になり得る居室
その他
地方自治体庁舎（役所、消防署、警察署など）
研究施設／工場／民間企業オフィス／集中会議室エリア等

● 防火性能

不燃性能
NM-1763　スチール塗装パネル
NM-1052　木目柄塗装鋼板パネル
NM-2525　クロス貼パネル
NM-3932　ピュアクリーンコートパネル

● 遮音性能

全面パネル（1 枚）　32.0dB/500Hz

● 仕様

天レール スチール t0.8
巾木 スチール t1.0
パネル表面材 スチール t0.5
パネル芯材 石膏ボード
ガラス フロートガラス t6
ドア芯材 ペーパーハニカム
ドア標準金物 レバーハンドル錠前／

ユーシン・ショーワ
ド ア ク ロ ー ザ ー ／
リョービ S-122PL1

● パネルバリエーション

● パネルカラー

塗装

木目塗装鋼板

クロスパネル

ピュアクリーン
コートパネル

SW-90
スーパー
ホワイト

94
フレッシュ
メープル L

4089
（旧番：1024）

ピュア
ホワイト

W7
ホワイト
グレー W

96
フレッシュ
メープル M

4065
（旧番：1081）

4093
（旧番：1041）

49
ジェントル
オーク

① 層間変位追従性能の強化

現行のパーティションでは 1/150 と設定された層間変位追従
性能を階高に対して 1/40 まで対応可能にしました。
これは現行品の約 5 倍の性能を持つことになります。
また、1 度だけでなく繰り返し 10 回の変位を与えてもパネル
自体に損傷や変形がないことを確認しています。

② 耐震性能

グリッドシステム天井・OA フロアと共に施工した試験体にて、
東北地方太平洋沖地震の地震波（KiK-net：芳賀波※）で振動試
験を行い倒壊が無いことを確認しています。
試験における天井面加速度は 2.2G 以上で既存品の基準値であ
る 1.0G を大きく上回っています。

③ 様々な天井との組み合わせ試験

耐震性能の確認において様々な天井との組み合わせ想定試験
を実施しています。
グリッドシステム天井（水平加速度 2.2G 仕様）の下では必須、
グリッドシステム天井（水平加速度 1.0G 仕様）や在来天井（水
平加速度 1.0G 仕様）の下においても損傷や倒壊なく、効果が
あることを確認しています。
試験では東北地方太平洋沖地震の地震波（KiK-net：芳賀波※）
にて加振を行っています。

設計価格

全面パネル（1 枚）・ロッキング仕様　　　　52,900 円／面
 （W900 × CH2700、材工一式での設計単価とします。）

（配送費は別途物量に応じて積算致します。）

都市再生機構技術研究所 イトーキ滋賀工場振動試験設備

グリッドシステム天井との振動試験の様子

全面パネル
（2 枚 )

ランマオープン ランマオープン
（侵入防止パイプ）

端部パネル 全面ガラス 腰上ガラス ランマガラス 腰上ガラス
ランマパネル

片開きドア
ランマパネル

親子ドア
ランマパネル

全面パネル
（1 枚）

※芳賀波：東北地方太平洋沖地震において栃木県芳賀郡芳賀町で観測された地震波で NIED 独立行政法人防災科学研究所の全国強震観測網（KiK-net）による観測波。
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ダイケン 内装材

問い合わせ先

株式会社ダイケン
http://www.daiken.ne.jp/

〒 532-0033
大阪市淀川区新高 2-7-13
TEL：06-6392-5321　FAX：06-6397-8600
E-mail：info@daiken.ne.jp

天井仕上材と壁⾯のクリアランス⾦物（見切り）
Power L 90145P

告示対応耐震天井用 

概要

信頼度の高い吊りハンガー金具仕様の、耐震天井用アルミニウム製天井点検口です。天井耐力試験で無開
口時より大きな最大耐力を持たせた、（一社）公共建築協会認定品となっております。額縁タイプ（CDL2J）
と目地タイプ（CMJ）の 2 種類をご用意しております。

耐震天井点検口
耐震天井に最適な天井裏スペースの改め口

・国土交通省告示第 771 号対応可能品。
・天井仕上材と壁面の 60mm のクリアランスをカバーする見切り材。
・ピクチャーレールとしても使用可能。
・壁面取付箇所から 60mm の位置にリブを設けているので、取付時にクリアラン

ス寸法のチェックが容易に可能。
・60mm のクリアランスが必要でない場合、見付 90 側もリバーシブルで使用可能。
・日本耐震天井施工協同組合推奨部材。

※記載の価格には消費税は含まれておりません。※商品の仕様は予告なく変更される場合があります。
※印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

・サイズ 300 角、450 角、600 角
・カラー シルバー（CDL2J、CMJ）
 ホワイト（CMJW）

CDL2J（額縁タイプ）

直線 出隅コーナー 入隅コーナー

直線ホワイト
PL90145PW

90 出隅ホワイト
PL90PDCW

90 入隅ホワイト
PL90PICW

規格

145

90

11

5

60mm 天井材

Power L 90145P

天井仕上材と壁面の
クリアランスが
60mm必要でない場合

5

11

90

14
5

天井材

Power L 90145P

オプション（ピクチャーレール用部品）

⾒付 145mm ⾒付 90mm

ランナー
FP-DR
( 安全荷重 30㎏ )

ワイヤー脱落防止ゴム
F-30S

ワイヤーセット
FYS30S

天井材

Power L 90145P

ワイヤー脱落防止ゴムF-30S

ランナーFP-DR

ワイヤーセットFYS30S

タイプ サイズ
カラー

シルバー ホワイト
型番 価格（円／本） 型番 価格（円／本）

直線 3,000mm PL90145PS 19,600 PL90145PW 24,800

コーナー 500 ×
500mm

90 入隅：
PL90PICS 25,520 90 入隅：

PL90PICW 29,920

90 出隅：
PL90PDCS 25,520 90 出隅：

PL90PDCW 29,920

145 入隅：
PL145PICS 25,520 145 入隅：

PL145PICW 29,920

145 出隅：
PL145PDCS 25,520 145 出隅：

PL145PDCW 29,920 CMJ（目地タイプ）

規格

CDL245J：4,100 円／台（税別・定価）
CMJ45：7,500 円／台（税別・定価）

設計価格
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チカミミルテック 内装材

耐震天井廻り縁
耐震天井のクリアランスをカバー

大規模空間に設置される吊り天井のクリアランス（壁側・天井間）の納め方に関心が寄せられています。
耐震天井廻り縁は、2 つの部材の組み合わせにより、地震の揺れによる天井と壁、天井同士の変異の違いに
追随して、互いの衝突を防止するためのクリアランスをカバーする建材です。
平時には室内と天井裏の間仕切りに効果があります。

規格

・可動幅　　　　　　± 60mm ／± 30mm タイプ
・仕上げ材厚み　　　9.5mm ／ 12.5mm 対応　
・定尺　　　　　　　1820mm
・カラー　　　　　　ホワイト
・オプション材　　　出隅／入隅／ジョイント補強テープ

問い合わせ先

チカミミルテック株式会社
http://www.c-miltec.co.jp

産業資材チーム
〒 108-0023
東京都港区芝浦2-14-8  第2テーワイビル6階　
TEL：03-5418-4133　FAX：03-5418-4134
E-mail：tokyo2@c-miltec.co.jp

採用実績

・綾部市庁舎／八幡市庁舎
・愛媛大学／亜細亜大学／弘前大学／埼玉大学／徳島大学　
・千葉県立湖北特別支援学校／掛川支援学校
・城東小学校（東京）／藤ヶ岡中学校（神奈川）
・神埼中央公民館（佐賀）

用途

・市庁舎／教育機関／市民会館／公民館
・精密機器工場／物流センター　　など
　
※推奨空間用途　　空調効率を高めたい空間
　　　　　　　　　埃を嫌う空間

設計価格

詳細はお問い合わせください。

基本納まり図

概要

・ 2 つの部材（オス材とメス材）の組み合わせで、地震の揺れによる吊り天井と壁、天井同士との動きの違いに追随
（可動域：水平方向± 60mm、鉛直方向± 10mm まで）

・ 耐震天井端部、天井間のクリアランス部に使用　　　　　　　
・ 室内と天井裏の間仕切りに効果
・ 特定天井（国土交通省告示第 771 号）に対応

構造

仕上げ材

野縁受け

野縁

吊りボルト

ハンガー

壁側オス材 天井側メス材

　　　　　　　　　　可動

壁際

仕上げ材

吊りボルト

野縁受け

野縁

ハンガー

      可動

天井間

   可動

天井側オス材 天井側メス材

施工写真

耐震天井廻り縁

柱
天井

内壁
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チヨダウーテ 内装材

内装材システム
水廻り・曲面・石材や重厚タイル下地に最適なセメントボードシステム

「AQUAPANEL 内装材システム」――ドイツ・クナウフ（Knauf）社が製造販売する商品で、1991 年にドイツと
スイスで採用されたのを皮切りに世界 57 ヶ国で年間 600 万 m2 以上が採用され、日本でも 2011 年 8 月に販売
開始後今日現在で水廻りを中心に 470 例を超える国内実績を有するセメントボードシステムです。本商品をご
利用頂くことで、既存商品と比べ施工品質の担保や工期短縮といった職人不足を解消することが可能です。

概要

規格

AQUAPANEL 内装材システムは、プールなどの湿潤環境において従来の乾式ボードで問題となっていた水濡れによる強度低下やかびの
発生が少なく、水に濡らさず現場での曲面施工も可能なため、施工品質及び工期短縮の担保が可能です。また、表裏面をガラス繊維メッ
シュで被覆しているため、マンションエントランスなどの石材や大型タイル仕上げの剥落抑制が可能です。

AQUAPANEL セメントボードインドア
 厚さ 12.5mm ×幅 900mm ×長さ 1820mm、重量 25kg ／枚（15kg/m2）

問い合わせ先

http://www.chiyoda-ute.co.jp/products/

東京市場開発室
〒 135-0032　
東京都江東区福住 1 丁目 11 番 4 号
福住石橋ビル 4F
TEL：03-5875-8213　FAX：03-5875-8214
E-mail：aquapanel@chiyoda-ute.co.jp

撮影：虎ノ門ヒルズ　ANdAZ TOKYO

AQUAPANEL セメントボードインドア

設計価格（一部）

AQUAPANEL セメントボードインドア 5,500 円／枚
AQUAPANEL スクリュー SN25 7,350 円／箱

AQUAPANEL ジョイント接着剤 1,650 円／本
AQUAPANEL インテリアプライマー 3,800 円／缶

室内プール

曲面耐火壁

エントランス壁

標準副資材

施工写真
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ナカ工業 内装材

ドライバー等の治具不要で操作性向上。MMⅡ f は取り付け後に内蓋の開閉方向を 4 方向開閉切替可能。
SEⅡは視認性も向上、ラッチも丸穴で開閉の判断ができます。

問い合わせ先

ナカ工業株式会社
http://www.naka-kogyo.co.jp/

営業企画部
TEL：048-932-0191　FAX：048-932-7712

天井点検口

ハイハッチ HHMM Ⅱ  f（目地タイプ）
 HHSE Ⅱ （額縁タイプ）

指で開閉できるスライドロック式の採用で操作性も良好

構造

手になじむ ’’ くるっと ’’ カーブが特徴的な握りやすい連続手すりです。
間柱（455mm ピッチ）に取り付ける場合は、補強下地や帯板が不要です。

ブラケットレス壁付手摺

ウォークルライン  WL-01

ブラケットレスでシンプルに。こだわりの空間に是非使って欲しいアイテム

規格

【仕様】 笠木／二層成形硬質樹脂（抗菌剤入）
 定尺 3,000mm
 レールカバー／樹脂成形品
 エンドキャップ／樹脂成形品
 入隅・出隅コーナー材／樹脂成形品

構造

HHMM Ⅱ f （目地タイプ） HHSE Ⅱ（額縁タイプ）

スライドロック（係止スライド）

規格

【材質・仕上】
外枠・内枠：アルミ押出型材、アルマイト処理

設計価格

HHMM Ⅱ f 454　9,200 円／台
HHSE Ⅱ 454　4,800 円／台
サイズ：303、454、606
カラー：シルバー、ホワイト

（消費税・工事費別）
用途

一般ビル、役所、学校など建物全般における天井点検口

施行例

【断面図】

笠木（65）
36 （29）

（
96
）
（
69
）

（
27
）

レールカバー
40
10

20455以内

設計価格

笠木 ･ レールカバー（定尺 L ＝ 3,000）：20,300 円／本
FR エンドキャップ ：450 円／個　
出隅コーナー：1,500 円／個
入隅コーナー 2,500 円／個

（消費税・工事費別）

用途

老健施設、病院、住宅等における、歩行補助手摺
パーチ オーク
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日本パワーファスニング 内装材

KIRII耐震ビス／MBテクス／タップスター／
トラックファースト

耐震天井、鋼製床材を確実に組み立てるプロ用ファスニングシステム

日本初のドリルねじ「テクス」を発売以来、トップブランドとして改良開発を重ね「MB テクス」が誕生し、
その中で特に耐震天井に要求される性能を満たすねじとして「KIRII 耐震ビス」が JACCA 認定を取得しました。
このねじ製造技術を活かして開発したねじ固定式アンカー「タップスター」は従来のアンカーの常識を変え、
下穴不要ガス式鋲打ち機「トラックファースト」とともに施工スピードを大幅に向上させました。

規格

問い合わせ先

日本パワーファスニング株式会社
http://www.jpf-net.co.jp

〒 531-0076　
大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番 90 号
梅田スカイビル　ガーデンファイブ 4 階
TEL：06-6442-0951　FAX：06-6451-9951
E-mail：prd-info@jpf-net.co.jp

アルミ板との電食促進試 SST240 時間

鋼製束開き止め固定例

  KIRII耐震ビス　4x16

なべ JIS 規格品

KIRII タイシンビス PAN 4x16 三価 ZN（スチール製）
商品コード 013117

※最大適用板厚：3.2mm タッピンねじのねじ
山をもつドリルねじ
十字穴付き　なべ

入数：1,000 本

なべ 完全クロムフリー処理

KIRII タイシンビス PAN 4x16 エコシール（スチール製）
商品コード 013106

※最大適用板厚：3.2mm 入数：1,000 本

  MBテクス　5x25

なべ 環境に優しい三価クロメート処理

MB テクス PAN5x25（スチール製）
商品コード 335041

※最大適用板厚：5.0mm 入数：500 本

六角 施工性に優れた六角頭

MB テクス HEX5x25（スチール製）
商品コード 338060

※最大適用板厚：5.0mm 入数：500 本 六角ソケット入り

なべ 「サスガード SG」処理

SUS MB テクス PAN4x16 SG（ステンレス製）
商品コード 165857

※最大適用板厚：3.2mm 入数：1,000 本

ステンレス製
  SUSMBテクス　4x16

【サスガード SG の特長】
● 業界最高峰の耐食性を発揮
● 接触腐食（電食）抑制効果を発揮
● 意匠性に優れた艶のあるねじ外観
● 六価クロムフリーの環境に優しい表面処理
● スーパーダイマ推奨処理技術

SUSMBテクス一般品
●KIRII 耐震ビスの許容耐力例

KIRII 耐震ビス

ねじ
ねじ径
(mm)

鋼板厚み (mm) 鋼板降伏点
または耐力
(N/mm2)

長期許容耐力 (N) 短期許容耐力 (N)

引張 せん断 引張 せん断

4.2 1.2 1.0
235

280

355

423

846

1008

532

634

1269

1512

ねじ頭側 ねじ先側

（H13 国土交通省告示第 1641 号第 12 号三に基づく計算値）

※計算値は日本パワーファスニング製のKIRII 耐震ビスの製品仕様に基づき、上表の鋼板厚みの組み合わせおよび鋼板の材質（降伏点）
　を前提に算出した計算値です。

● 環境に優しい三価クロメート処理
● 国土交通省告示に基づく許容荷重の算定が可能。安心設計の

JIS 規格品。

● 完全クロムフリー型表面処理「エコシール」を採用
● 施工後の頭飛びの主な原因である水素脆性フリー
● 施工スピードＵＰ
● 従来の電気亜鉛めっきと同等の耐食性を発揮

M12x70

タップスター
コンクリート用ねじ固定式アンカー

M10x60

M8x50

M6x45

● インパクトドライバーで下穴にねじ込む簡単・確実な施工
● 端部や仕上げ材が割れにくい
● 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能
● 隅部・天井部の施工も簡単

ピン

テクス

アンカー

TF-1100JQ Pro

トラックファースト
鋼製床スタンド・間仕切りランナーをスピーディーに固定

● コンクリートピンを瞬時に打鋲
● ドリル・打撃作業不要、コンクリート粉じん無し
● 冷却ファン付きで多量施工もクールにこなす
● 日本市場に合わせたバランス設計・押し込み感覚
● 豊富なピンのバリエーション
● コンプレッサー不要。ガス式で発射圧力が安定。
● 銃所持許可不要

コンクリート用
鋼材（厚み6mm以上）用

トラックファースト純正ピン

※ピンの類似品にご注意ください。安全と強度を確保するために
必ず JPF 純正ピンをご使用ください。

コンクリート用 鋼材（厚み 6mm 以上）用

鋼製束開き止め固定例 ランナー固定例
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フクビ化学工業 内装材

機能美と断熱性・施工性、更には耐震性に優れたフクビのバスパネル。
各種施設（大浴場・プール・食品工場等）の天井・壁にご使用いただけます。

問い合わせ先

フクビ化学工業株式会社
http://www.fukuvi.co.jp/

〒 918-8585
福井県福井市三十八社町 33-66
TEL：0776-38-8013　FAX：0776-38-8413

※試験の詳細は、お問い合わせください。

用途

大浴場・プール・食品工場等、各種施設の天井・壁

採用実績

お問い合わせください。

フクビ バスパネルシリーズ
多彩な素材・カラーバリエーションを取り揃えた軽量化粧パネル

概要

PVC 樹脂・アルミの基材に断熱材を充填した、断熱性に優れた装飾パネルです。
また製品自体が 2kg/m2 以下と軽量で、耐震性にも優れます。

施工期間

設計仕様によります。

商品名 基材材質 色柄 有効巾 (㎜ ) 規格※ 設計価格
バスパネル不燃 アルミ 3 種 200 3m・4m ¥18,800/m2 ～ ( 単色 ) ¥28,600/m2 ～ ( 木目 )

バスパネル準不燃 200-I 型 R アルミ 7 種 200 3m・4m ¥7,200/m2 ～ ( 単色 ) ¥8,300/m2 ～ ( 木目 )
バスパネル準不燃 300-I 型 アルミ 5 種 300 3m・4m ¥7,000/m2 ～ ( 単色 ) ¥8,400/m2 ～ ( 木目 )

バスパネル BTj PVC 樹脂 17 種 200 3m・4m ¥6,500/m2 ～ ( 単色 ) ¥7,200/m2 ～ ( 木目 )
バスパネル WJ PVC 樹脂 3 種 300 3m・4m ¥5,800/m2 ～ ( 単色 ) 　

設計価格

※別注の L 寸は 6m まで対応いたします。

● バスパネルの耐震検証試験：建築研究所（つくば）にて実施 → 結果：東日本大震災クラスの地震動でも破損・脱落なし

告示 771 号の仕様ルート「壁際 60mm のクリアランス」に対応。
クルリンパチンで後付け施工可能な見切です。

フクビ クリアランス見切
天井脱落対策に対応した後付け見切

用途

告示 771 号の仕様ルート「天井と壁とのクリアランス 60㎜」を隠す見切

採用実績

新商品です。

概要

クルリンパチンの勘合、天井との取合いの軟質パッキン等、樹脂の特長を
最大限生かした見切です。

施工期間

クルリンパチンの簡単施工です。

規格

材質：PVC 樹脂製
L 寸：2,400mm
色：ホワイト
※別売で、出隅・入隅も用意しています。

設計価格

2,800 円／本

クリアランス見切 製品図

77

22

12

S.PVC

30 17 30S.PVC パンチング詳細

20102010

3.
5

耐震検証試験

試験躯体概要 試験写真
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若井産業 内装材

日本耐震天井施工協同組合（JACCA）が認定する耐震天井工法指定ビスです。
ブレース・野ぶち受け・野ぶちクリップなどの施工に使用できます。

問い合わせ先

若井産業株式会社
http://www.wakaisangyo.co.jp/

鋼製下地・内装営業部（担当：酒井）
〒 343-0824
埼玉県越谷市流通団地 3 丁目 1 番地 9
TEL：048-961-2150　FAX：048-961-2156
E-mail：sakai-hiroyuki@wakaisangyo.co.jp

 耐震ビス
日本耐震天井施工協同組合（JACCA）認定工法／耐震天井工法　指定ビス

規格

●  なべ 4.2 × 16

天井材（石こうボードやケイカル板）を鋼製のぶちに締結する際に使用します。
JIS B 1125（ドリリングタッピンねじ）の認証を受けたねじです。

JIS 規格　軽天タッピング
日本耐震天井施工協同組合（JACCA）認定工法／耐震天井工法

商品コード：KRI416N
入り数：1,000 本／箱

・JIS B 1124（タッピンねじのねじ山をもつ
ドリルねじ）認証品

・信頼の品質、国産品

●  六角 5.0 × 25

商品コード：KRI525H
入り数：400 本／箱

・信頼の品質、国産品
・ボールが脱落しにくい専用ソケット付属
※六角 5 × 25 は JIS 認証品ではございません。

接合部に関する許容耐力に関しまして
は、別途弊社担当者へお問い合わせく
ださい。

規格

● トランペット頭（ラッパ頭）　※ 2015 年春発売予定

サイズラインナップ：3.0 × 20、3.5 × 22

・JIS B 1125（ドリリングタッピンねじ）認証品
・信頼の品質、国産品

● フレキ頭　※ 2015 年春発売予定

サイズラインナップ：3.0 × 20

・ JIS B 1125（ドリリングタッピンねじ）認証品
・信頼の品質、国産品

商品コード サイズ 頭部形状 入数 ケース容量 JAN コード

71J020L 3.0 × 20mm ラッパ 1,000 本 20 箱 49 03768 61676 5

71J522L 3.5 × 22mm ラッパ 1,000 本 20 箱 49 03768 61677 2

71J020F 3.0 × 20mm フレキ 1,000 本 20 箱 49 03768 61678 9
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KN フジニッテイ 内装材

JIS 認定取得軽天ビス／KIRII 耐震ビス
・その軽天ビスは大丈夫 ?? ――JIS 認定規格の軽天ビスは引張破断、せん断強度に優れています。
・JACCA 認定『KIRII 耐震ビス』（JIS 規格品）5 月発売予定！

・火気厳禁の施工現場で活躍、施工時間の省力化が図れます（無溶接工法ビス TH ビスシリーズ）。
・連続打ちで作業時間の省力化に貢献します（ロール連結軽天ビス）。
・置き床工法に最適、床鳴りを軽減します（パーチクルボードビス）。

概要

概要

問い合わせ先

KNフジニッテイ株式会社
http://www.fujinittei.co.jp/

〒 596-0021
大阪府岸和田市松風町 11-2
TEL：072-439-3020　FAX：072-439-3211
E-mail：h-nishioka@knms.co.jp

※当社社内試験比

『ロール連結軽天ビス（石膏ボードビス）』
エアー工具に装填し連続打ちが可能となる画期的商品です。バラねじ施工との比較で 50%（社内比較）の時間短縮が可能となります。

『JIS 認定取得　軽天ビス（石膏ボードビス）』
東日本を襲った地震による天井落下の際、ビス止めの石膏ボードが剥がれ落ちるということが発生しました。現在もコストを追求す
るためにビスの材料を細くした安価な軽天ビスがたくさん使用されている現状です。それらの軽天ビスに比べ「JIS 認定取得軽天ビス」
は引抜き強度、せん断強度に優れております。 ランナーとスタッドを留める『無溶接工法ビス TH ビスシリーズ』

※当社社内試験比

●サイズラインナップ

JACCA 認定『KIRII 耐震ビス』（JIS 規格品）
複雑な鋼製下地の組み合わせ（ぶどう棚）の場合であっても鋼種、鋼板厚のご指示を頂け
れば『耐震ビスの許容耐力』の算出を行い報告書の作製が可能です。

ラッパ（ユニクロ）
品番 サイズ 規格 仕上げ 入数／箱

FS-3020 3.0 × 7 × 20 ラッパ ユニクロ 1000
FS-3022 3.0 × 7 × 22 ラッパ ユニクロ 1000
FS-3522 3.5 × 8 × 22 ラッパ ユニクロ 1000
FS-3525 3.5 × 8 × 25 ラッパ ユニクロ 1000
FS-3532 3.5 × 8 × 32 ラッパ ユニクロ 1000

ラッパ（カラー）
品番 サイズ 規格 仕上げ 入数／箱

FS-3020 力 3.0 × 7 × 20 ラッパ カラー 1000
FS-3522 力 3.5 × 8 × 22 ラッパ カラー 1000
FS-3525 力 3.5 × 8 × 25 ラッパ カラー 1000
FS-3532 力 3.5 × 8 × 32 ラッパ カラー 1000

リブ付・フレキ（ユニクロ）
品番 サイズ 規格 仕上げ 入数／箱

FR-3016 3.0 × 7 × 20 フレキ ユニクロ 1000
FR-3020 3.0 × 7 × 20 フレキ ユニクロ 1000
FR-3522 3.5 × 7 × 22 フレキ ユニクロ 1000
FR-3525 3.5 × 8 × 25 フレキ ユニクロ 1000
FR-3532 3.5 × 8 × 32 フレキ ユニクロ 1000

リブ付・フレキ（カラー）
品番 サイズ 規格 仕上げ 入数／箱

FR-3020 力 3.0 × 7 × 20 フレキ カラー 1000
FR-3522 力 3.5 × 7 × 22 フレキ カラー 1000
FR-3525 力 3.5 × 8 × 25 フレキ カラー 1000
FR-3532 力 3.5 × 8 × 32 フレキ カラー 1000

※報告書例

サイズ 材質 規格 仕上げ 入数／箱 JIS 相当品
4.2 × 16 鉄 ナベ 三価ユニクロ 1000 ●
4.2 × 16 鉄 ナベ デュラルコート（ノンクロム） 1000 ‐
4.2 × 16 ステンレス ナベ SUS410　パシペート 1000 ●
5.0 × 25 鉄 ヘックス 三価ユニクロ 400 ●

無溶接工法ビス TH ビスシリーズ／
ロール連結軽天ビス／パーチクルボードビス

● リブシャープ TH ビス
品番 サイズ L D H d S 適用板厚

FRTH4213U 4.2 × 13 13.0 6 1.5 4.2 全ねじ 1.2mm 以下

●リブ TH ビス／ドリスク
品番 サイズ L D H d S 適用板厚

DRTH4213U 4.2 × 13 13.0 7.8 1.3 4.2 全ねじ 1.2 ～ 2.3mm

●ウエハー TH ビス／ドリスク
品番 サイズ L D H d S 適用板厚

DWTH4213U 4.2 × 13 13.0 7.8 1.3 4.2 全ねじ 1.2 ～ 2.3mm

品番 サイズ 規格 表面処理 入数
MRK35-25 3.5 × 8 × 25 ラッパ ディスゴ（ノンクロム）

100 本× 20 巻×
2 箱

MRK35-28 3.5 × 8 × 28 ラッパ ディスゴ（ノンクロム）
MRK35-32 3.5 × 8 × 32 ラッパ ディスゴ（ノンクロム）
MRK35-41 3.5 × 8 × 41 ラッパ ディスゴ（ノンクロム）

※ご使用にはねじ打ち機とコンプレッサーが必要です。マキタ社、MAX 社、日立工機
社より発売されております。

『パーチクルボードビス』
釘での施工とは違い、半ネジ効果によりパーチクルボードを引き寄せ締結するため、浮き上がりや床鳴りを防止します。

品番 サイズ 規格 仕上げ 入数／箱
APB-38 小 3.8 × 38 フレキ ユニクロ 1000 本
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日東紡

安心安全を第一に考えた軽量シート状防煙垂壁

地震に対する備えは大丈夫ですか？
安心してお過ごしいただきたい。　～そんな願いから生まれた商品です～
グラスファイバーを基材としたシート状防煙垂壁の「ダンスモーク」なら万一の地震の際でも割れる心配
はありません。ある時は大切なお客様を守り、そしてある時にはオフィスワーカーを守る、不燃で軽量、
安心・安全な防煙垂壁です。

概要

問い合わせ先

http://www.nittobo.co.jp/

グラスファイバー事業部門
マーケティング本部　営業第二部（担当：三田）
〒 102-8489
東京都千代田区麹町 2-4-1　麹町大通りビル
TEL：03-4582-5210　FAX：03-3514-8758
E-mail：SANSHI-INFO@nittobogrp.com

内装材

・軽量 従来の板ガラス製防煙垂壁の 10 分の１の軽さです。（標準タイプ W2,000 × H500 ｍｍでの比較）
・割れない グラスファイバー製のシートなので割れません。
・透明 透光率 90％の高い透明度です。
・不燃 グラスファイバー製シートは国土大臣認定の不燃材料です。（認定番号 NM-0895)

規格

テンションタイプ
グラスファイバー製シートを両端部方立の間に
張り込んだタイプ。
最大 W25,000mm まで対応可能。
軽量ですっきりした景観が特徴です。パネルタイプ

透明な不燃材料のグラスファイバー製シートをアルミ
の枠に組み込んだタイプです。

規格 標準タイプ W：2,000mm × H：500mm
 最大 W：2,000mm　最大 H：1,500mm

規格 最大 W：25,000mm
 最大 H：1,000mm　

パラマウント硝子工業

断熱性・吸音性・意匠性を 1 枚に備えた内装材

コスモボードは軽量なグラスウールに塗装ガラス不織布で化粧した材料です。
音響的あるいは断熱的な配慮が必要で、かつ装飾性が要求されるオフィス、体育館、学校、集会所、店舗
などの内装用天井材です。

規格

問い合わせ先

パラマウント硝子工業株式会社
http://www.pgm.co.jp

東京営業所
〒 102-0083
東京都千代田区麹町 2-4-1   麹町大通りビル
TEL：03-4582-5380
FAX：03-3514-3737

天井板

  厚さ 幅 長さ

  寸法[mm]
商品記号 備考密度

[kg/m3]
入数
[枚]

施工面積
[m2]

熱伝導率＊1

[W/(m・K)]
設計価格＊2

[円/m2]

コスモボード

●

●

25

1 000 1 500   2,5006 約9 0.042以下25

910 1 820   2,5006 約9.9 0.042以下
EMCM

JIS A 9504＊3

JIS A 6301＊4

不燃材料 NM-3503

品質には十分注意を払い生産しておりますが次の事項にご注意ください。
●本製品の表面仕上げは塗装仕上げのため色、柄など見え方に違いが出る場合があります。　●本製品の色調はロットにより異なる場合があります。　●製品の特性上、シワが発生する場合があります。　
●直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所での使用、保管はおやめください。　●通気によりホコリなどが付着する場合があります。　●弱い衝撃でも破損、シワが発生する場合があります。

64

＊1 熱伝導率は、JIS規格値（平均温度：70℃）です。　＊2 設計価格は本州価格です。　＊3 JIS A 9504とは「人造鉱物繊維保温材」　＊4 JIS A 6301とは「吸音材料」　● 印は受注生産品です。

■ 構成断面図

表面化粧
（塗装ガラス不織布）

接着剤

基材
（グラスウール）

表面側

裏面側

背後空気層300mm

中心周波数（Hz）

1/3
オクターブ
帯域中心

周波数（Hz）
125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000

100

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

試料の
吸音率
（α）

0.64
0.60
0.80
0.84
0.91
0.84
0.73
0.80
0.88
0.85
0.87
0.88
0.86
0.87
0.89
0.89

吸
音

率

■ 残響室法吸音率■残響室法吸音率■構成断面図
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インベステム その他

天井内カメラ点検サービス／
三次元パノラマ写真計測サービス

三次元寸法計測が可能な、天井パノラマ写真計測サービス（国内初技術）

人が歩行する事のできない天井裏の調査・点検を如何に安全に実施できるのか？という課題に向けて、360
度全方位の天井内をパソコン画面上でバーチャル画像として確認が行える手法です。最新のパノラマ写真
サービスでは、ご利用者ご自身でパノラマ写真の三次元計測が行えるようになりました。また、天井改修工
事用途に、天井面のパノラマ写真図面化トレースサービスのサポートも開始致します。※特許出願中

問い合わせ先

株式会社インベステム
http://www.investem.co.jp

〒 252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-3-1-1
TEL /FAX：042-711-7145
E-mail： suzuki@investem.co.jp

ポール撮影用高解像パノラマカメラ
（無線回転撮影システム）

足場不要の天井内間接目視方法
天井内の定期点検作業を実施する際、点検作業用の脚立や昇降足場を必要とせずに、伸縮式ポールを使用して床面から安全に天井内の確
認が行えます。撮影画像は Wi-Fi（無線 LAN）を利用して直ぐに確認する事ができます。後日、点検内容の写真を高解像の 360 度全方位
パノラマ写真としてご提供致します。
また、ご要請に応じてビデオ映像点検にもご対応致します。尚、ビデオ映像利用時の静止画像保存は、パノラマ画像よりも画質が低下します。
※ポールパノラマ写真サービスでは三次元計測は行えません。

【仕様】

・ポール伸縮高さ 2m ～ 10m
 ※点検口の開閉は別途必要となります。

・カメラ機構 APS-C センサー／超広角レンズ
・撮影台座 軽量無線式水平 360 度回転台座
・照明 広角ライト
・回転機構 軽量小型の無線通信回転台座

ポールカメラ全景 撮影状況

新提案 三次元寸法計測パノラマ写真サービス
JACCA の天井診断で多くの採用実績を持つ高解像 360 度天井パノラマ写真で、三次元の寸法計測が行える様になりました。
天井診断や定期点検では、点検口から手の届く範囲（キャットウォークでは通路近傍の手の届く範囲）内でしか部材のスパン計測を行う事
が出来ない課題がありました。当社の新サービスでは、360 度パノラマ写真画像を利用して、設計ご担当や調査ご担当様ご自身で寸法計測

（三次元寸法）を行う事ができるプログラムを開発致しました。これにより、天井調査や点検時に寸法計測が行えない範囲について、後か
ら 360 度パノラマ写真で数値情報を得られる様になります。
※平成 25 年度ものづくり開発支援採択技術

パノラマ撮影画像

三次元寸法計測

【撮影価格】

① 基本料金：120,000 円（三次元パノラマ撮影 2 箇所含む）
　　※画像合成作業費、三次元座標合成費作業費を含みます。
② 追加撮影箇所費用：25,000 円／箇所
③ 寸法計測用ビューワソフト PanoMeasure：25,000 円 /PC
　　※ビューワソフトは 1 年間のライセンス使用契約となります。
　　※ビューワソフトをお持ちの際は、購入不要です。
④ 別途諸経費（出張、宿泊、足場設置相談など）

耐震対策検討・リニューアル工事検討に朗報の新技術
天井改修工事用途の既存天井伏図イメージや、一般居室やマンションなどのリニューアル工事の現状図面作成、および高所や大規模空間
などで作業足場が設けられないエリアの寸法図作成などに適用が可能な、パノラマ写真から現況寸法図が作成できる新手法です。土木分
野で開発された高精度写真計測の技術を応用し、建築市場の耐震・リニューアル工事をターゲットに、リーズナブルコストで手軽にご利用
頂けるサービスとして開発を行った、パノラマ写真から図面を作成する新サービスです。
測量調査の様な大掛かりな機材の搬入は必要とせず、自動パノラマ撮影機材類とポケットレーザー距離計だけで、手早くスマートに現場の計
測撮影が完了します。合成処理では、パノラマ画像に予め計測した距離値を関連付ける事で、三次元の座標数値が画像に与えられます。後
は画像をトレースするだけで、トレースラインが CAD で利用可能な線図として、DXF 及びその他フォーマットで出力されます。※特許出願技術

パノラマ自動撮影機 計測ソフトウェア (PanoMeasure) と DXF 出力イメージ

【用途（設計企業 / ゼネコン企業 / リニューアル工事企業他）】

・天井改修工事の際の現状図作成
・天井の照明／空調配置図の作成
・足場レスでの現状計測（体育館／吹抜けホールなど）
・建材／設備機器設置工事の際の寸法図作成
・居室の耐震検討やマンションリニューアル計測など
・パノラマ写真を利用した部材の搬入経路と寸法

確認など

点検用ポールパノラマ撮影サービス

三次元寸法計測パノラマ写真サービス

三次元パノラマ写真図面トレース化サービス
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日鉄住⾦鋼板 その他

エスジーエル®
（溶融 55％アルミニウム -2％マグネシウム - 亜鉛合⾦めっき鋼板）

表面処理めっき鋼板の最高峰エスジーエル　耐食性はガルバリウム鋼板の３倍超

ガルバリウム鋼板の発売から 30 年。確かな実績を持つガルバリウム鋼板をベースにマグネシウム（Mg）の
防錆効果をプラス。ガルバリウム鋼板の 3 倍超※の耐食性を実現しました。とくに、腐食が起こりやすい切断
端部や傷部などの腐食抑制効果が大きく、厳しい腐食環境でもガルバリウム鋼板を越える耐食性を実現。カ
ラー鋼板の下地としても最適で、加工性も良好です。 ※当社複合サイクル試験の腐食減量測定結果から推定。

概要

① 耐食性向上メカニズム
マグネシウムが亜鉛リッチ相に共存、相互作用で耐食性 3 倍超！
鉄部に達する傷が発生した場合には、亜鉛（Zn）と共にマグネ
シウム（Mg）が溶け出して鋼板表面に “ 水に溶けにくい緻密な
保護被膜 ” を形成、同時に亜鉛リッチ相の消耗も抑えます。また、
亜鉛とマグネシウムが溶け出した隙間は、後にアルミ（Al）系
酸化生成物が出来上がり充填。長期にわたり鋼板を守ります。

問い合わせ先

日鉄住⾦鋼板株式会社
http://www.nisc-s.co.jp

鋼板営業第二部
〒 103-0023
東京都中央区日本橋本町 1-5-6
第十中央ビル
TEL：03-6848-3760　FAX：03-6848-3797

エスジーエルの断面

規格

JIS 規格品  G3321 認証
不燃認定 国土交通大臣認定　不燃材料 NM-8697

② 腐食試験事例
腐食減量はガルバリウム鋼板の 1/3 ！アルカリ環境下の耐食性を向上！
複合サイクル腐食試験でエスジーエルの耐食性を評価した結果、エス
ジーエルの腐食減量はガルバリウム鋼板の 1/3 以下（平均 1/5）ときわ
めて高い耐食性を示しました。
また、酸・アルカリ環境下でもバランスの良い高い耐食性を示します。
特にアルカリ環境下での耐食性はガルバリウムより良好です。

エスジーエルのめっき成分と役割
成分
Ｚｎ
Ｍｇ
Ａｌ 

役割
ベースの鉄部を守る犠牲防食作用
亜鉛リッチ相と共存し緻密な亜鉛酸化皮膜を形成（2％）
疵部をアルミ系酸化生成物で充填する自己修復作用（55％） 

③ 耐食性データ
エスジーエルの高耐食性を複合サイクル腐食試験でも実証！
複合サイクル腐食試験（JIS H 8502）は、塩水噴霧・乾燥・湿潤を組み合わせた、比較的実環境に近いとされる試験方法です。135
サイクル（1080 時間）、350 サイクル（2800 時間）と時間が長くなるにつれて、ガルバリウム鋼板の腐食が目立つようになり、エスジー
エルの高い耐食性が実証されました。

用途

屋根・壁・建築部材等
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掲載企業連絡先一覧

アサヒサンコー株式会社
〒252-0137
神奈川県相模原市緑区二本松 1-37-11-102
TEL：042-762-3265　FAX：042-762-3352
E-mail：as-sanco.gata.ken@mbr.nifty.com
http://as-sanco.jimdo.com

株式会社イトーキ
建材事業本部　建材商品開発部　企画課
〒104-0045
東京都中央区築地 7-17-1　住友不動産築地ビル 6 階
TEL：03-3546-7412　FAX：03-3546-7413
http://www.itoki.jp

株式会社インベステム
〒252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-3-1-1
TEL /FAX：042-711-7145
E-mail：suzuki@investem.co.jp
http://www.investem.co.jp

株式会社桐井製作所
〒100-0011　
東京都千代田区内幸町 1-1-1
帝国ホテルタワー 18 階
TEL：03-3539-6644（お問い合わせ窓口）
http://www.kirii.co.jp/

フロア事業部　事業グループ
〒136-0082
東京都江東区新木場 1-4-4　( 株 ) ケィ・ユーシステム内
TEL：03-5534-0400　FAX：03-3522-7977
http://www.kirii.co.jp/

K N フジニッテイ株式会社
〒596-0021
大阪府岸和田市松風町 11-2
TEL：072-439-3020　FAX：072-439-3211
E-mail：h-nishioka@knms.co.jp
http://www.fujinittei.co.jp/

株式会社ダイケン
〒532-0033
大阪市淀川区新高 2-7-13
TEL：06-6392-5321　FAX：06-6397-8600
E-mail：info@daiken.ne.jp
http://www.daiken.ne.jp/

チカミミルテック株式会社
産業資材チーム
〒108-0023
東京都港区芝浦 2-14-8 第 2 テーワイビル 6 階　
TEL：03-5418-4133　FAX：03-5418-4134
E-mail：tokyo2@c-miltec.co.jp
http://www.c-miltec.co.jp

チヨダウーテ株式会社
東京市場開発室
〒135-0032
東京都江東区福住 1 丁目 11 番 4 号 福住石橋ビル 4F
TEL：03-5875-8213　FAX：03-5875-8214
E-mail：aquapanel@chiyoda-ute.co.jp
http://www.chiyoda-ute.co.jp/products/

帝人株式会社
エンジニアリングファイバー部　フリクション・シール課
〒100-8585
東京都千代田区霞が関 3-2-1　霞が関コモンゲート西館
TEL：03-3506-4873　FAX：03-3506-4199
E-mail : karuten@teijin.co.jp
http://www.teijin.co.jp/

ナカ工業株式会社
営業企画部

TEL：048-932-0191　

FAX：048-932-7712

http://www.naka-kogyo.co.jp/

日鉄住金鋼板株式会社
鋼板営業第二部
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町 1-5-6　第十中央ビル
TEL：03-6848-3760　FAX：03-6848-3797
http://www.nisc-s.co.jp

日東紡績株式会社
グラスファイバー事業部門 マーケティング本部 営業第二部
〒102-8489
東京都千代田区麹町 2-4-1　麹町大通りビル　
TEL：03-4582-5210　FAX：03-3514-8758
E-mail：SANSHI-INFO@nittobogrp.com
http://www.nittobo.co.jp/

日本パワーファスニング株式会社
〒531-0076
大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番 90 号
梅田スカイビル ガーデンファイブ 4 階
TEL：06-6442-0951　FAX：06-6451-9951
E-mail：prd-info@jpf-net.co.jp
http://www.jpf-net.co.jp

パラマウント硝子工業株式会社
東京営業所
〒102-0083
東京都千代田区麹町 2-4-1 麹町大通りビル
TEL：03-4582-5380　FAX：03-3514-3737
http://www.pgm.co.jp

フクビ化学工業株式会社
〒918-8585
福井県福井市三十八社町 33-66
TEL：0776-38-8013　
FAX：0776-38-8413
http://www.fukuvi.co.jp/

マグ・イゾベール株式会社
〒102-0083
東京都千代田区麹町 3 丁目 7 番地 
サンゴバンビル
TEL：03-3288-6304
http://www.isover.co.jp

吉野石膏株式会社
吉野石膏 DD センター
〒100-0005　
東京都千代田区丸の内 3-3-1（新東京ビル）
TEL：03-3284-1181　FAX：03-3284-1194
http://www.yoshino-gypsum.com/

若井産業株式会社
鋼製下地・内装営業部
〒343-0824
埼玉県越谷市流通団地 3 丁目 1 番地 9
TEL：048-961-2150　FAX：048-961-2156
E-mail：sakai-hiroyuki@wakaisangyo.co.jp
http://www.wakaisangyo.co.jp/


