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I N D E X

建築物は社会と人々の活動を支える大切な空間です。

この空間が安全で安心であることは、何よりも大切なこと。

外からは見えなくとも、耐震建材は快適に過ごせる空間を安全に守り続けています。
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アイカ工業 内装

アルミ基材にオルティノフィルムをラッピング。
不燃認定を取得した内装用ルーバー『オルティノルーバー』。
オルティノフィルムのリアルな質感が空間をリアルに、
そしてスタイリッシュに演出します。

3タイプの施工仕様。　　施工場所に合わせてお選びいただけます。 製品はすべて内装専用です

嵌合式直付タイプ（壁面）

ボルト固定式タイプ（壁面）

ボルト固定式タイプ（天井）

形状ラインナップが増えました

W30 × H30
W30 × H50
W30 × H60
W30 × H75
W30 × H100

W30 × H150
W50 × H50
W50 × H60
W50 × H100
W50 × H150

お選びいただける柄が増えました。

小ロット・短納期・ミリ単位での対応が可能となり、お求めやすくなりました。

豊富なサイズの形状バリエーション。

オルティノフィルムから 267 色をセレクト。

ボルト固定式、嵌合式各10形状

30mからの小ロット対応が可能 標準納期３週間対応 長さ（ミリ単位）の対応が可能

国土交通大臣認定不燃認定番号：NM-4142

オルティノ ルーバーを（株）桐井製作所の天井ユニットと組み合わ
せることで、耐震化が可能になる、耐震 Power ルーバー天井です。
意匠性と耐震性を併せ持つスタイリッシュな天井が仕上がります。
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アサヒサンコー 天井のクリアランス塞ぎカバー

地震の揺れの全方向（X・Y・Z）に可動出来る軽量・不燃の EXP・J カバー

地震の揺れによる天井材と内壁・照明空調機器・柱等との衝突を防止する為の隙間（クリアランス）を塞
ぐ安全・安心の EXP・J カバーです。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。
地震時には天井材と一緒に全方向（X・Y・Z）に可動します。取り付けは、落下防止ワイヤーを野縁にセッ
トし本体を挟み込むだけで簡単に施工できます。斜め天井・斜め内壁等にも対応できます。

問い合わせ先

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

〒 252-0135
神奈川県相模原市緑区大島 2094
TEL：042-762-3265　FAX：042-762-3352
E-mail：as-sanco.gata.ken@mbr.nifty.com

構造

 アサヒセーフティコーナー

「実用新案　第 3177138」

お問い合わせください。

0.8 ｔ×	120 × 14 × 1820（標準品）　　　　
0.8 ｔｘ 110 ｘ 14 ｘ 1820
1.0 ｔ×	150 × 14 × 1820
出隅・入隅・額縁・円形　他
カラー：　ホワイト、シルバー　他　　

規格

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　茨城県工業技術センター等の支援を
受け開発（茨城県新分野開拓認定商品）

用途

特定天井の天井：内壁のクリアランス（60㍉）や各種器機廻り
のクリアランス　さらに斜め天井・斜め壁のクリアランスのカ
バー（２５㍉から 150㍉）に対応できます。
別途　不燃クロス製の３方向可動の新製品（SYK）では 50㍉から
300㍉まで対応できます。

設計価格

施工写真

都内　N コミニティセンター　ホール茨城県　T 高校特別教室棟

都内　T 小学校小体育室都内　Ｎ中学校室内体育館

都内　S 小学校　玄関ホール 都内　N コミュニティセンター
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旭ファイバーグラス 天井板

ハイラートン PF
軽量天井向けグラスウール天井板

軽量：単位面積あたりの質量 1.5 キログラム
断熱：熱伝導率 0.035w/(m･K）

問い合わせ先
〒 101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町 3-6-3
神田三菱ビル 7F
TEL : 03-5296-1515　FAX : 03-5296-1520

ハイラートンレイイン
化粧塩ビフィルム貼りグラスウール天井板

単位面積当たりの質量 1.0 キログラム
単位面積質量 2キログラム以下の天井に
最適の天井材

特定天井（脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井）とは、6m 超の高さにある、面積 200㎡超、

質量 2kg/㎡超の吊り天井で人が日常利用する場所に設置されているもの

特定天井とは

○国土交通省告示第七百七十一号

特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件

第三 特定天井の構造方法

二 天井材（グラスウール、ロックウールその他の軟質な繊維状の材料から成る単位面積質量が四キログラム

以下の天井板で、他の天井面構成部材に適切に取り付けられているものを除く。）は、ボルト接合、ねじ接合

その他これらに類する接合方法により相互に緊結すること。

特定天井における天井材の取り付けについて

設計・施工上のご注意
・ 表面の色はグラスウールの焼け具合により若干色のバラツキがあります。
・ 直射日光の当たる場所や高温になる場所での施工や保管はしないでください。
・ 施工にあたっては丁寧に取り扱い、汚れ防止の手袋を使用してください。
・ 受注生産品です。時期により納入までにお時間を頂く場合があります。

アクリア GC
ノン・ホルムアルデヒドグラスウール天井板

営業本部　建築・設備営業部

ランダムフィッシャー  ホワイト（RF-W）

ハイラートン PF の塗装面
（スモールスタッコ SS）

JIS A 9504：人造鉱物繊維保温材

製品記号
密度

(kg/m3) 長さ厚さ
寸法（mm）

幅
標準

モジュール 柄

ランダム
フィッシャー

色

白

入数
熱伝導率
W/（m・k）

認証規格 不燃認定

1492
1792
1992

992
892
992

25
1000×1500
  900×1800
1000×2000

HL48
HL64
HL80

48
64
80

10枚（15m2）
  8枚（13m2）
  5枚（10m2）

0.035※1

0.033※1

JIS A 9504
（F☆☆☆）

NM-8610

表面仕上げ

・ 表面仕上げの硬化塩ビフィルムは日本工業規格（JIS A 1321）に相当する自己消火性のフィルムです。
※1　参考値・測定条件：23℃

材質

硬質
塩ビ

フィルム

密度
(kg/m3) 長さ厚さ 材質

専用
ガラス
クロス

色

白

  寸法（mm）
幅

表面仕上げ
入数 吸音区分

熱伝導率
W/（m・k）

認証規格 不燃認定

2000

 900

900

900

25
50
25
50

製品記号

ACGC32 32

10枚
5枚

20枚
10枚

0.7M
0.9M
0.7M
0.9M

JIS A 9504
（F☆☆☆）

JIS A 6301

NM-3700

JIS A 9504：人造鉱物繊維保温材　JIS A 6031：吸音材料

※1　参考値・測定条件：23℃

0.036※1

製品記号
密度

(kg/m3) 長さ厚さ
寸法（mm）

幅
標準

モジュール 材質 柄
入数

熱伝導率
W/（m・k）

認証規格 不燃認定
色

HLPF48 48
592

1192
25 592

600×600
600×1200

塗装仕上げ
ガラスペーパー

スモール
スタッコ

36枚（13m2）
18枚（13m2）

0.035※1
JIS A 9504

（F☆☆☆）
NM-8610白

JIS A 9504：人造鉱物繊維保温材

※1　参考値・測定条件：23℃

表面仕上げ

■規格

■規格

■規格
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イトーキ 内装間仕切

高耐震間仕切 G
大地震にもしなやかに追従して、震度 6強でも倒れない可動間仕切

大地震時におけるサーバールームの機能維持や避難導線の確保による人名保護，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。
従来品の 5倍以上の層間変位追従性能があり、高層ビルにおける長周期地震動に対する安全対策として、
安心・安全な環境構築に貢献します。	

問い合わせ先

株 式 会 社 イ ト ー キ
http://www.itoki.jp

〒 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
建材事業本部　建材商品開発部　企画課　
竹田・中西・河村

クレアパート　制震間仕切 X
これからの間仕切にも、今までの間仕切にも。間仕切＋天井を護る可動間仕切

地震対策として見落としがちな居室内の天井崩落。制震間仕切 Xは、在来工法の吊り天井を中心に、
地震時の天井崩落の要因である天井の “ 揺れ ” を『可動間仕切＋制震間仕切 X』で抑えることで、
間仕切の安全だけでなく大地震時の天井崩落のリスクも低減します。
平面上 25㎡の室に対して直交するよう 1箇所ずつ内蔵することで効果を発揮します。

導入事例：教育施設、金融機関、電力関係会社、市庁舎、流通業民間企業 導入事例：保険業、民間企業

大地震時のリスクを低減する目的

地震は防ぐことは出来ない。ならば出来る限りの『減災』を。とイトーキは考えます。

イトーキでは、近い将来に再び起こり得る大地震に備え「地震に強い」空間づくりを実現するべく

『減災建材』という 2 つの用途別減災ソリューションを提案しています。

「地震に強い」空間づくりのために、護るべきポイント用途

避難動線（経路）
受付出入り口廻り

災害対策本部室
一時待機用の会議室

サーバールーム
備蓄倉庫

事業
継続

人命
保護

人命
保護

推奨空間

教育施設・自治体庁舎・医療福祉施設・民間オフィス　等

想定される被害

大地震時の被害イメージ

人的被害 人命保護への障害 事業継続の障害
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 エーアンドエーマテリアル 天井板

エフジーボードで天井が自由な形状に。
美しい曲面天井を可能にする不燃ボード

アーチ形、ドーム形、波形、平面施工など、エフジーボードなら 2次曲面、3次曲面、平面を問わず自由
なデザインの天井に対応できる不燃ボードです。目的に応じて 2枚・3枚以上の重ね張りが可能で､ 遮音
性を重視した施工も高いレベルで対応できます。
加工性が良く、靱性も高く、けい酸カルシウム板を上まわる強度があります。

問い合わせ先
〒 230-8511
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2-5-5
●建材事業本部
TEL：045（503）5771　FAX：045（503）5774

●曲面施工が容易です。（厚さ 5・6・8mm 品をお使いください）
　可撓性が非常に良いので緩やかな曲面に対してはドライ工法、		　
厳しい曲面もウェット工法により施工が可能になります。

●寸法安定性に優れています。
　吸放湿による膨張収縮が非常に小さく、寸法安定性に優れてい
ますのでジョイントレス工法がきれいに仕上がります。

●強力な靭性です。
　靭性はフレキシブルボードに匹敵。曲げ強さは、けい酸カルシ
ウム板より高く、しかも耐衝撃性も優れています。

●加工性に優れています。
　切断はボードカッターで簡単にでき、鋸びき、かんながけが可
能で、加工性、施工性に優れています。

●遮音効果があります。
　他の内装用せっこうボード、けい酸カルシウム板に比べて遮音　
性能に優れています。

●国土交通大臣認定の不燃材料です。
　（注）有孔加工品については、ご相談ください。

天井：留め付け金具間隔
●留め付け金具間隔は、下図をご参照ください。
●４層目以降は、酢酸ビニル系接着剤を併用した施工をおすすめします。
●縦および横目地とも目地をずらした重ね張り施工をおすすめします。
●重ね張りによる層枚数増により、単位面積質量 20㎏ /m2 超となりますので、天井脱落対策等の下地材の検討をお願いいたします。

エフジーボードの優れた特長

重ね張り天井の例

厚さ

ドライ工法

ウェット工法

5

800以上

150以上

300以上

6

1000以上

200以上

400以上

8

1200以上

400以上

800以上

備考

胴縁下地

面下地

胴縁下地

（単位：mm）●曲率半径目安

★ウェット工法
　曲率試験施工

（単位：mm）

天井：2枚重ね張り

天井：3枚重ね張り

上張り：エフジーボード

3層目：エフジーボード
2層目：エフジーボード

2層目：目地

3層目：目地

1層目：目地
1層目：エフジーボード

下張り：エフジーボード

野縁

野縁

上張り：目地

300以下
下張り：留め付け金具間隔

上張り：留め付け金具間隔

1層目：留め付け金具間隔

2層目：留め付け金具間隔

3層目：留め付け金具間隔

※天井の下地は､ボードの繊維方向と直交して施工してください。

※天井の下地は､ボードの繊維方向と直交して施工してください。

300以下 300以下25～35 25～35

300以下 300以下300以下

300以下

300以下 25～35 25～35 300以下

300以下 300以下25～3525～35

300以下 300以下25～35 25～35

25～3525～35

下張り：目地

株式会社エーアンドエーマテリアル
http://www.aa-material.co.jp
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桐井製作所 耐震天井

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	 4,200N
( 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
〒 100-0011
東京都千代田区内幸町 1-1-1
帝国ホテルタワー 18 Ｆ
お問合せ窓口：03-3539-6644

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　　　　　　　　　　　
・文教施設等

天井姿図・部材一覧

C40 型仕様　試験データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JIS19 形仕様

株 式 会 社 桐 井 製 作 所
http://www.kirii.co.jp/

JIS25 形仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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○吊らない天井（準構造化）を実現 
支持構造部と天井下地材を KIRII アングルクランプを介して直
接固定することにより支持構造部と一体化した、吊らない天
井を構成できます。	

○耐震性能を明確化 
KIRII アングルクランプの性能（強度および剛性）を試験デー
タから明らかにしたことにより、	地震による天井面の振動を増
幅させないように設計できます。

○複雑形状にも対応可能 
支持構造部の配置に沿った形の天井を構築することができ、	急
勾配や多面形などの複雑な形状の天井を計画できます。	

○施工精度の向上 
KIRII アングルクランプは 2種類のサイズの支持構造部材に対
応するとともに、	最大± 12.5mmのレベル調整機構により、精
度の高い天井面を構成できます。	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

KIRII アングルクランプ（C75 用）：16,000 ～	
　※ブドウ棚は C75 × 45 × 15 を想定　	
KIRII アングルクランプ（C100 用）：17,000 ～	
　※ブドウ棚は C100 × 50 × 20 を想定	
（単位：円 /㎡）	

・	 以下、別途（材工共）	
	 解体、仮設、養生、吊り元補強（ブドウ棚設置、吊り金具設置、
インサート増設等）、開口補強、段差処理、耐食処理、	

	 クリアランス処理（見切り材含む）、仕上げ、必要経費等。
・	 特注品のため納期がかかります。	
・	 耐震性を考慮したブドウ棚の構造設計及び施工は設計者及び
建設会社にて対応をお願い致します。	

・	 法定福利費を含んだ設計価格となります。	

桐井製作所 直固定天井 

KIRII アングルクランプ 
支持構造部直固定天井	

KIRII アングルクランプは、支持構造部へ天井下地材を直接固定することで吊らない天井を構成でき、		地震時
にも構造体の動きに追従できる仕組みです。	吊らない天井であるため、告示第771号に該当する現場にも
ご検討頂けます。	直固定としたことにより部材構成が単純化し分かりやすく、施工が容易な構造となってい
ます。	また複雑形状にも対応が可能なため、音楽ホール等の意匠性の高い空間に適した天井工法です。	

設計例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

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 Ｆ 
お問合せ窓口：03-3539-6644 

ホール、体育館、武道場など　　　　　　　　　　　　　　　　　	 ・群馬県 /某ホール	 ・茨城県 /某講堂
・広島県 /某ホール	 ・東京都 /某図書館　他

概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

施工例（ホール）	

設計価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

採用実績　

試験結果一覧
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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。

● 体育館・武道場

設計価格

お問い合わせください。

● 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。

内装材

問い合わせ先
〒 113-0034 
東京都文京区湯島 3-21-5 
サンコート湯島ビル 4F
TEL ：03-5816-3273　FAX ： 03-5812-3780

株 式 会 社 桐 井 製 作 所
http://www.kirii.co.jp/GT クイーン ND GT フロアー NDH

● 遮音仕様 ● 耐震仕様

主要製品



18 19

日本耐震天井施工協同組合

天井耐震診断
360 度球体パノラマカラー写真付き建築物の天井耐震性診断サービス

耐震化されている建築物でも、それは柱や壁等の構造体の耐震化であって、非構造体である天井は耐震化
されていない可能性があります。
そこで、JACCA では、日本で初めて天井のみに特化した耐震診断に取り組んでいます。

概要

●点検口またはキャットウォークから天井裏を目視点検

問い合わせ先

日本耐震天井施工協同組合
http://www.jacca.or.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：03-3539-6569　FAX：03-3539-6670
MAIL：info@jacca.or.jp

その他

 

▲

 天井の耐震改修設計を行うための現状調査
 

▲

 安心安全な所有建物・使用建物の維持管理
 

▲

 建築基準法第 12 条定期調査報告の一環
天井耐震診断を行う主な目的

● JACCA 天井耐震診断の判断基準にもとづき、天井耐震診断報
告書と 50 項目のチェックリストを作成

●診断対象部位は、吊り元、吊りボルト、野縁受け、野縁、Tバー（シ
ステム天井）、ブレース、クリアランス、開口部、天井材等各
部材の接合の状況や変形・錆等の有無を確認

費用

※現場状況により金額は変わりますので、見積をご希望の際はホームページより見積作成依頼書をダウンロードの上事務局までメールにて送付ください。
※点検口の設置、足場の仮設機材設置等の費用は含まれておりません。

概算価格（税抜き） 見積条件

例 1 200,000 円 点検か所 3 か所、天井高さ 2.7M 以下、点検口から目視、平日昼間料金、パノラマ写真無し、製本 1 部

例 2 320,000 円
点検か所 3 か所、天井高さ 2.7M 超、キャットウオークから目視、平日昼間料金、パノラマ写真無し、

製本 1 部

野縁受けの変形

クリップの変形・外れ

大建工業

問い合わせ先

エコ営業部
〒 101-8950
東京都千代田区外神田 3-12-8 
TEL：03-6271-7766　FAX：03-5296-4063
 

天井岩綿吸音板

大 建 工 業 株 式 会 社
http://www.daiken.co.jp

①	 文教・福祉施設におすすめの天井材。シンプルで落ち着いた柄で幅広く使える
天井材。

②	 大板サイズの直張り工法に対応した、優れた施工性。
③	 捨て張り工法に比べ軽量なため耐震性が高まります。
④	 不快な残響を抑え、快適な音環境を作る吸音性。
⑤	 オプションでホルムアルデヒド吸着機能・消臭機能をプラスすることが可能です。

ダイロートン　スーパーワイド直張
製品品番・規格　TK4701-4B		\7,450 ／梱 (4.32㎡ )		12	x	600	x	1,200	(6 枚入 )
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8599	( ロックウール吸音板 )
JIS	A	6301	ロックウール化粧吸音板
ホルムアルデヒド規制：告知対象外製品
エコマーク認定商品「環境保全型商品」
表面　白色塗装仕上げ　HN-95(N9.5)	
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KN フジニッテイ ビス

日本耐震天井施工協同組合（JACCA）認定工法　耐震天井用ビス

KIRII 耐震ビスは、支持構造部準構造天井「KIRII アングルクランプ（準構造天井）」、または特定天井の構造
工法による試験規格に対応した「新耐震 Full	Power 天井」に使用する耐震天井ビスとして JACCA の認定
を取得しています。

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
h-nishioka@knms.co.jp

サイズラインナップ

規格・概要

JIS 認証 軽天ビス
JIS　B1125 認証取得　ドリリングタッピンねじ

天井ボート貼りは、安定した品質の JIS 認証取得　軽天ビス（ボードビス）を推奨します。
JIS 認証を取得した軽天ビスを使用することにより、品質の安定化が図れます。
社内試験を実施しており、試験データ集よりご確認をして頂けます。（参考値）

規格・概要

※試験データ集に関しては KNフジニッテイ㈱担当者までご連絡を下さい。

緑色のビス（デュラルコート処理）は施工後に、一目で KIRII 耐震ビスが使用されていることの確認ができ、確実な施工状況の把握が
可能です。また、ノンクロム処理のため地球環境に配慮した製品です。

（デュラルコート品：JIS 準拠品）

JIS 軽天ビス―
非 JIS 軽天ビス―

試
験
力
(N
)

変位 (mm)

6600
6000
5400
4800
4200
3600
3000
2400
1800
1200
600

0

0
-600

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

せん断力が
約 20％
優れている

軽天ビスせん断比較

非 JIS 軽天ビス― JIS 軽天ビス―

試
験
力
(N
)

6600
7200

8000

6000
5400
4800
4200
3600
3000
2400
1800
1200
600

0

0
-600

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
変位 (mm)

軽天ビス引張破断比較

引張破断が
約 30％
優れている

※強度計算報告書が必要な場合は KNフジニッテイ㈱担当者までご連絡を下さい。

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
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[神鋼鋼線製] [東京製綱製]

豊富なサイズ展開で
小物から重量物までしっかりと
フェイルセーフ。

セーフティアンカー
ゆるみ止めKナットによる“ゆるみ防止 対 策”と、
万が一のゆるみ発生の際でもアンカーねじ部に
施した段落ち部でナットが留まる“落下防止機能”
の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。

シャックル
ワイヤーロープの連結に使用するU字
形 の 連 結 金 具です 。 作 業 に用いる
シャックルには大きくわけてバウ形と
ストレート形があります。

シンブル
大きな負荷がかかるワイヤーロープの
内側に取付け、ロープの摩耗、破損を
防止し、安全性を向上します。

ステンレスワイヤー
ステンレスワイヤーロープは耐久性、
耐食性、耐熱性、耐低温性等に優れて
います。

ステンレススリーブ

現場で切断して頂いて端末加工を行
うことが可能です。現場の状況に応じ
たハンドプレス機を選択・使用するこ
とによって、現場での圧着を効率的に
行うことができます。

シンプルロック

シンプルな構造（特殊工具、熟練度が
不要）であるため、施工が非常に簡単
で、ロープ長の調節も可能です。また、
くさびに打込管理ラインを設けてい
るため、管理も容易です。

安全を追及した究極の形状、ホーク・タイワイヤーアンカーZ

シャックル ワイヤー

ホーク・タイワイヤーアンカー Z

ケー・エフ・シー ワイヤアンカー

KFC のフェイルセーフシステムは、コンクリート壁面からの設備の落下による第三者被害防止のために開
発された独自の予防保全技術です。保全対象設備を吊るワイヤーとアンカーの接続部が一体成型されてお
り、吊り金具は不要で部品点数が少なく施工性に優れています。また、将来の点検も緩みの心配が無く点
検箇所も少ないため、大幅に効率化がはかれます。

問い合わせ先

株式会社ケー・エフ・シー 
http://www.kfc-net.co.jp/ 

〒 530-0047
大阪市北区西天満 3 丁目 2 番 17 号
営業企画部

［東京］03-6402-8273
［大阪］06-6361-6040

主要製品

付属品

Fail Safe System

照明機器に 外壁に設備配管に 看板に天井板に

特許出願中・意匠登録済

特許出願中・意匠登録済

c

b

e

ad

ホーク・タイワイヤーアンカーZ  Ty p e （シャックル付）
シャックルを使 用し、ワイヤーによりフェイルセーフする場 合に使 用します。
シャックルを使 用するのでメンテナンス性に優れ、ワイヤーの負荷を軽 減します。

品番
外径

（㎜）
a

S US  T W ZS 1080

S US  T W ZS12100

S US  T W ZS16130

14.0

17.3

21.7

ボルト
長さ（㎜）

b

スリーブ
長さ（㎜）

c

80

100

130

40

50

60

孔径
（㎜）

d

8.5

10.5

12.5

孔径厚さ
（㎜）

e

5.0

6.5

8.0

ドリル径
（㎜）

14.5

18.0

22.5

コンクリート部
穿孔深さ

（㎜）

45

57

72

打込み棒
（品番）

S TW -10

S TW -12

S TW -16

使用手
ハンマ
（㎏）

1.3

1.3

1.8

アンカー
軸方向

アンカー
軸直角方向

最大引張強度

9.0

22.0

31.0

8.0

20.0

44.0

付属
シャックル

SB /B B 6
（ピン径φ8）

SB /B B 8
（ピン径φ10）

SB /B B 10
（ピン径φ12）

※最大強度は、Fc=18N/mm2のコンクリートでの実験値を表示しております。

※ワイヤーとシンブルは付属しません

c

b

a

e

d

ホーク・タイワイヤーアンカーZ  Ty p e Ⅰ
シャックルを使 用せず 直接ワイヤーによりフェイルセーフする場 合に使 用します。
付属品を使わずワイヤーの強 度を確保します。

品番
外径

（㎜）
a

S US  T W Z1080

S US  T W Z12100

14.0

17.3

ボルト
長さ（㎜）

b

スリーブ
長さ（㎜）

c

80

100

40

50

孔径
（㎜）

d

5.0

6.5

孔径厚さ
（㎜）

e

7.5

9.0

ドリル径
（㎜）

14.5

18.0

コンクリート部
穿孔深さ

（㎜）

45

57

打込み棒
（品番）

S TW -10

S TW -12

使用手
ハンマ
（㎏）

1.3

1.3

アンカー
軸方向

アンカー
軸直角方向

最大引張強度

9.0

22.0

8.0

20.0

適正
ワイヤ径
（㎜）

2~4

4~5

※最大強度は、Fc=18N/mm2のコンクリートでの実験値を表示しております。
※1 日本耐震天井施工協同組合の推奨部材であることを示しております。

※1 

構　造

価格、採用実績、その他の製品についてはお問い合わせ下さい。

KFC のフェイルセーフシステム（FSS）は、天井の落下防止などに最適です。
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ダイケン 天井・床　金具

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	

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
営業本部 
TEL : 06-6392-5321　FAX : 06-6397-8600 
E-mail：info@daiken.ne.jp 

概要

・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。	

フロア換気口　B5/B5W/B5A/B5AW 
体育館などの床下スペースの自然換気に最適なアルミ製パンチングタイプ	

概要

・シルバー色で防虫網付の B5N型、換気調整板付の B5D型、両方付の B5ND型。	
・木目調塗装仕様で防虫網付の B5NW型、換気調整板付の B5DW型、両方付の B5NDW型。	
・シルバー色で自動換気調整板付きの B5DA 型、防虫網および自動換気調整板付きの B5NDA型。	
・木目調塗装仕様で自動換気調整板付きの B5DAW型、防虫網および自動換気調整板付きの B5NDAW型。	
・アルミ形材製パンチングタイプ	
・蓋幅 200mm×高さ 15mm　長さ 300,600,900,1000mmの 4サイズ	
・取付ねじ、3mmゴムスペーサー付属	

耐震天井点検口　CDL2J/CMJ 
耐震天井に最適な天井裏スペースの改め口	

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。	
・天井耐力試験で無開口時より大きな耐力を持たせた（一社）公共建築協会認定品。	
・額縁タイプ（CDL2J）と目地タイプ（CMJ）の 2種類。	

高所天井用点検口　CQT 
高所での天井裏点検作業を簡略化できる耐震天井に最適な改め口	

概要

・特定天井（天井高 6m超等）の定期検査が義務化され、3年以内に 1回以上の調査報告義務化。	
・この点検口を設置すれば足場設置作業が不要になり、カメラによる点検作業が可能。	
・ロック部のロックスプリングをスライドするだけの簡単操作。	
・内蓋の落下防止に安全スプリングを標準装備。	
・内蓋の開閉角度を制御可能。	

ピクチャーレール 直線ホワイト　PL90145PW

PL90145PS（シルバー）	 ：19,600 円／ 3m	1 本
PL90145PW（ホワイト）	：24,800 円／ 3m	1 本

B5NDB5ND600：10,600 円／台（税別・定価）

設計価格

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

CDL2J（額縁タイプ） CMJ（目地タイプ）

開閉作業イメージ CQT45：37,500 ／台（税別・定価） 設置場所参考例
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○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	

耐震天井廻り縁

柱
天井

内壁

チカミミルテック 天井廻り縁

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つの部材の組合せにより、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	

問い合わせ先

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

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

○ 2つの部材（オス材とメス材）の組合せで、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± 60 ｍｍ、鉛直方向± 10 ｍｍ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	

壁際用 天井間用

天井側オス材 天井側メス材

野縁受け

野縁

吊りボルト

ハンガー

仕上げ材

可動 可動

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

仕上げ材

可動

基本納まり図

概要

構造

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

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

設計価格

詳細はお問い合わせください。

施工写真

特別賞
建材・設備メーカーから
応募された製品を対象に
審査委員会により選出

2016 年 3月発表
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チヨダウーテ 内装下地材

デッキ下ボード
現場での加工いらず！デッキプレートの形状に切断加工済みの省施工せっこうボード

デッキ下ボードは鉄骨造の建築物に使用されるデッキプレートの形状に合わせて切断加工したせっこう
ボードです。ご使用いただくことで、耐火・遮音性能の担保だけでなく、施工時間の短縮をしながら美し
い仕上がりにすることが出来ます。

問い合わせ先

チヨダウーテ株式会社
http://chiyoda-ute.co.jp/

〒 111-8520 
東京都台東区寿 3-14-11
蔵前チヨダビル 7 階　
東京市場開発室
TEL:03-6635-1652　FAX:03-5828-2862

【施工比較】

特徴

ラインナップ

こんなに違います！　
例：耐火ウォール 12S　長さ 100mの壁でデッキ下ボードを使用した場合とデッキプレート部を現場加工した場合の違い

◆現場での加工なし：デッキプレートに合わせた形で納品をするので現場での加工が不要です。
◆確実な遮音と耐火：デッキプレートに合わせて規格化された製品なので、デッキプレートに隙間なくぴったりとはめることで確実に
遮音、耐火性能を担保します。

◆施工時間の短縮：デッキプレート下部分の施工を簡易化するので、施工時間を大幅に短縮します。
◆より綺麗な仕上がり：規格化されたデッキ下ボードがデッキプレートに綺麗に収まるので見た目もより綺麗に仕上がります。

●カバー工法
耐火（耐火遮音）間仕切壁をデッキプレート下	端まで施工し、台形空
隙部を耐火間仕切壁と同じ面材を用いて後ろから覆う形で塞ぐ工法。
上部壁部分に段差ができる為、吊り天井を設置する場合に最適。

推奨部位 天井等で隠れる部位
対応デッキプレート
QL デッキ【QL50、QL75】（メーカー：JFE 建材株式会社）
EZ デッキ【EZ50、QL75】（メーカー：日鉄住金建材株式会社）

仕　様 透  視  図

●ジョイント工法
耐火（耐火遮音）間仕切壁とデッキプレートの取合い部を平滑に塞ぐ
工法。
吊り天井を設置しないなどの意匠を要求される場合に最適。

仕　様

透  視  図

施工上の
注意事項

工　法 品　種 円／枚

カバー工法用（3 連バージョン）

強化せっこうボード 12.5 750
強化せっこうボード 15 1,000
強化せっこうボード 21 1,150
ゼナジーボード 9.5 1,000

ジョイント工法用（5 連バージョン）
強化せっこうボード 12.5 1,125
強化せっこうボード 15 1,500
強化せっこうボード 21 1,725

設計価格（H28 年 9 月現在）

推奨部位 天井を設置しない部分
対応デッキプレート
QL デッキ【QL50、QL75】（メーカー：JFE 建材株式会社）
EZ デッキ【EZ50、QL75】（メーカー：日鉄住金建材株式会社）

１　デッキ下ボードは耐火間仕切壁と同じ面材（各々上張り、下張りともに同じ）を使用してください。
２　デッキ下ボードの留付けには、耐火間仕切壁と同じ部材を使用してください。
３　耐火（耐火遮音）間仕切壁とデッキプレートが並行する場合、デッキ下ボードは使用出来ません。
４　タッピンねじを使用して鋼製下地に留め付ける場合は、鋼製下地の裏面に 10mm 以上の余長が得られる長さのものを選定してください。
５　デッキ下ボードとデッキプレートとの隙間処理は必ず行ってください。処理方法は各耐火間仕切壁の標準施工要領書に記載の上部取り合いの処理方法

に準じて行います。
６　その他、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。
７　デッキ下ボードは、すべて受注生産対応品となります。
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帝人フロンティア 天井用上げ仕材 

超軽量天井材「かるてん ®」
「軽い」「やわらかい」「デザイン広がる」　未来志向の超軽量天井材	

「かるてん」はテイジンの繊維技術が活かされた未来志向の ” 超 ” 軽量天井材です。これまでにない軽さ
とやわらかさ、デザインを兼ね備え、天井の新たな可能性を拡げます。体育館、プール、ホール、大型店
舗、工場など、大規模建築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。	

問い合わせ先

帝人フロンティア株式会社
http://www.kal-ten.jp/

〒 105-0021
東京都港区東新橋 2-14-1
NBF コモディオ汐留
かるてん課
TEL：03-6402-7911　FAX：03-6402-7913

「かるてん」は繊維でできた新しい天
井だからこそ、これまでにはない天井
の提案ができると考えています。	
そこで、テイジンでは「かるてん」を
用いた工法の開発も行ない、	耐震性、
天井質量、意匠性の異なる工法を取り
揃え、目的や用途に合わせてお選び頂
けるにようにしています。	

用途に合わせて選べる工法 

「かるてん」の特長 

施工例 

TB 工法　富士スピードウェイレストラン「ORIZURU」	 在来工法 ( 直貼り )　イオンモール今治新都市	

	
これまでにない軽さと柔らかさ 
「かるてん」の重さは約 700g/㎡。	
石膏ボードと比べて約 10 分の 1、岩綿吸音板と比べても 4分の 1の重さです。	
また、繊維でできているためやわらかく、万が一脱落した時でもけがをしたり、脱落した天井材の重みで動けなくなるといったリスク
を軽減することができます。	
	
薄さと断熱性・吸音性を同時に実現 
「かるてん」の厚みは 4.5mm、石膏ボードや岩綿吸音板の 2分の 1というこれまでの天井材にない薄さです。	
この薄さにも関わらず、断熱性・吸音性についても十分な性能を持っています。	
	

現場環境を向上させる運搬・加工の容易性 
薄くて軽いので、約 6坪分の材料が段ボール 1箱に収まり、重さも 15㎏ほど、女性でも楽に運ぶことができる軽さです。	
そのため施工現場において運搬や取り回しがしやすく、保管にもスペースを取りません。	
また、現場においてカッター 1本で必要なサイズへ容易に加工することができ、加工時の粉塵の飛散や騒音もないなど、現場環境を向
上させることができます。	

室内プール用かるてん防湿タイプ 
室内プールの天井では湿気によるビス抜けやボード割れによる天井脱落が多く報告されています。	
テイジンは室内プールの天井脱落対策として、「かるてん防湿タイプ」を開発しました。	
室内プールの天井用仕上げ材の新たな選択肢を提供します。	

かるてん ®
厚み 4.5mm

岩綿吸音板
厚み 9mm

吸音石膏ボード
厚み 9.5mm 

重量（kg/㎡） 0.7 3.0 6.5 

熱伝導率（W/m･k） 0.033 0.046 0.145 

熱抵抗値 (㎡ ･k/w） 0.121 0.196 0.069 

残響室法吸音率 0.50 0.61 0.29 

特殊形状 ( 六角形 )　型押し ( 格子柄 )	

空間デザインの可能性を広げる意匠性 
標準色はホワイトとブラックです。	
繊維でできている利点を活かし、型押しや特殊形状に加工することでオリジナルデザインの天井材をつくることができます。	
また、表面にプリントもできますので、施設の目的に合わせた自由な空間デザインを可能にします。	

プリント
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ナカ工業 天井点検口

HH-MMH Ⅱ
掛りしろ付き目地点検口

目地タイプの点検口に 1.5 ｍｍの掛りしろをつけることで、従来の目地タイプ点検口には無かった施工性
向上と目地タイプ特有のスリムな意匠性の双方を実現致しました。

用途

問い合わせ先

ナ カ 工 業 株 式 会 社
http://www.naka-kogyo.co.jp/

〒 340-0807
埼玉県八潮市新町 39
営業企画部
TEL：048-932-0381・FAX：048-932-7712

一般ビル、役所、学校等、建物全般に於ける天井点検口

材質・仕上 

外枠、内枠、スライドアングル／アルミ押出形材（A6063S-T5）
アルマイト処理
取付金具／チャンネルキャッチ

用途

1.5mmの
ボードの掛りを
設けました

1.5mmの
ボードの掛りを
設けました

1.5

4方向開閉切替可能

スライドアングル

係止スライド天井仕上材（別途） 天井下地材
規格寸法　４５４（３０３・６０６）

係止受け

チャンネルキャッチ

取付用チャンネル
（別途）

部分詳細図 外枠 内枠

天井下地材

天井仕上材4.3
1.5

2.7

2.3

外枠
内枠40

48

断面詳細図

規格
寸法（mm）

※ 303 × 606 は4 方向開閉切替は出来ません。★印は受注生産品です。納期は営業担当へお問い合わせください。

□ 303 3060 □ 454 □ 606

型 

番
標準タイプ

シルバー HH-MM HⅡ-303 HH-MM HⅡ-3060 ※ HH-MM HⅡ-454 HH-MM HⅡ-606
ホワイト HH-MM HⅡ-303W HH-MM HⅡ-3060W ※ HH-MM HⅡ-454W HH-MM HⅡ-606W

鍵付タイプ シルバー HH-MM HⅡ-K303 HH-MM HⅡ-K3060 ※ HH-MM HⅡ-K454 HH-MM HⅡ-K606

寸 

法

規格寸法 303 × 303 303 × 606 454 × 454 606 × 606
天井開口寸法 303 × 303 303 × 606 454 × 454 606 × 606
内枠仕上材寸法 A 287. 9 × 287.9 287. 9 × 590.9 438. 9 × 438.9 590. 9 × 590.9
内枠下地材寸法 B 262 × 262 262 × 565 413 × 413 565 × 565

★

★ ★★

★

新型チャンネルキャッチ
治具いらず新型チャンネルキャッチ

付用チャンネルと本体の固定方法をビスから蝶ナットに変更し、治工具無しでの取付が可能となりました。
また、レベルスライド金物の手動での折り曲げ作業が不要となり、絞めこみと同時に自動的に折り曲がる
構造に改良いたしました。

構造 

チャンネルキャッチ

チャンネル材（別途）

※DXタイプは旧型での対応となります。

1 外枠の穴にスライドハンガーを付属の
）組地（。すまし定固でジネ

（１辺につき２ヶ所、合計４ヶ所）

4 付属の蝶ナットを取り付け、外枠のレベ
ルを調整し、仮固定します。

5 蝶ナットを増し締めして固定します。
（スライドハンガーが内側に曲がります。）

2 外枠を天井材の開口に挿入します。 3 クランプをスライドハンガーの長穴へ
差し込みます。

スライドハンガー 取付用チャンネル
38×12

外枠

M5　皿ネジ
ドライバー

取付用チャンネル（内ー内）間隔

〈目安〉天井開口寸法と同じ寸法
天井下地材

天井下上材

天井開口

挿入

クランプ

長穴

レベル調整

蝶ナット
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ニチアス 断熱材

MG ビルパック [ フィールド ]

天井・耐火遮音間仕切壁・一般壁の充填に最適なロックウール断熱材

・全面をポリエチレンフィルムで包んだ遮音・断熱材です。	
・各スタッドのピッチにあわせたサイズを取り揃えています。	
・カット手間が省け、施工スピードがアップし、省人化が図れます。	

壁の施工例 

問い合わせ先

ニ チ ア ス 株 式 会 社
http://www.nichias.co.jp/ 

特長 

製品仕様 

京都大学	吉田キャンパス	

杏林大学	井の頭キャンパス	
（撮影協力：株式会社竹中工務店）	

①施工性 
全面をポリエチレンフィルムで包み込んでおり、施

工時に繊維の飛散が大幅に低減できます。また、施

工時の繊維のチクチク感を低減できます。ポリエチ

レンフィルムは摩擦が少ないため、天井の施工の際

スタッドへの引っかかりを抑えて施工できます。 各

スタッドのピッチにあわせたサイズを取り揃えてい

るため、カット手間が省け、施工スピードがアップ

します。カットが少ないため、残材を大幅に削減でき、

現場の廃棄物の発生を抑えることができます。 

②断熱性 
グラスウール 10K よりも熱伝導率が低く、グラスウー

ル 24K と同等の断熱性能があります。 

③遮音性 
ロックウールは優れた吸音性を有しています。中空

二重壁の中に充填すると面材間の太鼓現象が抑えら

れ、全体の音のエネルギーを吸収します。 

④防火性 
ロックウールは、断熱材の中でも特に優れた防火性

があります。火災時の非難時間の確保や、延焼防止

材として床の層間部分や建具と壁の間のファイヤー

ストップ材として使用されています。 

ロックウールとグラスウールの耐熱性の比較

300℃と700℃で 30 分間保持した場合の体積変化の様子

ロックウール
高性能グラスウール 16K
グラスウール 10K

ロックウール
高性能グラスウール 16K
グラスウール 10K

耐熱試験の比較

300℃の場合 700℃の場合

※地域によって取り扱い状況が異なります。詳細はお問い合わせください。

主な用途
間仕切壁仕様 寸法（mm） 入り数

（枚）

熱伝導率

（W/ ｍ・K）スタッドピッチ スタッド 厚さ 幅 長さ

  耐火遮音間仕切壁への充填
303mm 50 303 1360 26

0.038

303mm 50 265 1360 26

  一般壁への充填
455mm 50 455 1210 20
455mm 50 425 1360 20

  壁・天井の断熱
50 455 1360 20

100 455 1360 9

・JISA9521　建築用断熱材

・不燃認定番号　NM-3387、NM-4203

〒 104-8555
東京都中央区八丁堀 1-6-1
ニチアス株式会社 建材事業本部
TEL：03-4413-1161　FAX：03-3552-6130
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日綜産業 足場材

建造物の天井下、橋梁桁下などに仮設の作業フロアを構築する技術	

建造物の天井下などに仮設の作業フロアを構築し、仮設の吊り足場として適用できます。工場やホールな
どの大空間建築物、ビルやショッピングセンターの吹き抜け部の天井仕上げ・補修工事などで活用できま
す。工事の間、クイックデッキの下はフリーな空間となるため、下では別の工事や物の搬入、人の往来が
できます。また、工場のラインを止めずに作業したり精密機器に触れることなく天井の工事が出来ます。	

問い合わせ先

日 綜 産 業 株 式 会 社 
http//www.nisso-sangyo.co.jp 

〒 104-0032
東京都中央区八丁堀 4-8-2 いちご桜橋ビル６階 
東京支店・クイックデッキ事業部 
TEL:03-6891-3246　FAX:03-6891-3248 
mailbox@nisso-sangyo.co.jp 

この架設システムにより、安全に対する高い信頼性を得られ
たことで、下方空間に影響なく現状維持のまま、フロアの架
設施工が実施されています。	
※先行床施工式：先行して施工された床を利用して吊りチェー
ンの設置を行います

● 作業効率の向上（標準吊りチェーンピッチ 2.5 ｍ、
 最大積載荷重 350kg/㎡） 
吊構造にもかかわらず、吊チェーンピッチが標準で 2.5 ｍ（最
大で 5ｍ）、床組に剛性を持たせることでたわみも少なく（最
大積載荷重 350kg/㎡）、段差や開口部の無いフロアを構築する
ことで、作業者の作業性はもちろん、資機材の搬入搬出に台
車が使用できるなど、作業性全体の向上に貢献しています

採用事例 ①：工場天井耐震工事 
天井耐震化の為の水平ブレース取り付け工事に
採用。高所作業車が入れない製造ラインの上空
も先行床施工で安全に吊りフロアを設置してい
ます。また配管等の設備が多くフロア面を貫通
するケースも多く、この場合は該当箇所の床材
を容易に外せることで開口部を作り、対応して
おります。改修作業はもちろん工場の生産ライ
ンを稼働させたまま実施しております。精密
機械工場では板張防護同等の養生性能に加え、
シート養生を施すなど求められた環境をクリア
することで、同様に稼働しながら施工を実施し
ております　　　　　　　　　　　　　　　　　	

採用事例 ②：体育館天井耐震工事
天井耐震化の為の水平ブレース取り付け工事に
採用。体育館の床面を傷めぬよう、上方のみで
組み立てができるクイックデッキが採用されま
した。同様物件では屋根材の傾斜に合わせ傾斜
なりに設置できる点や、ドーム型屋根対応とし
て段組みにて対応するなど、現場状況に合わせ
た施工が行われています。またレベル調整の容
易性から、天井板撤去と耐震施工、それぞれに
適した状態で作業を行うために、レベル調整に
てフロア高さを変えることで作業効率を向上さ
せる方法もあります。	

製品概要

まとめ

採用事例の紹介

先行床施工式フロア型システム吊足場
「クイックデッキ」 

現場で求められる工事施工の多様性に応じ、仮設資機材も変化を
求められております。先行床施工式吊りフロアシステム「クイッ
クデッキ」（日綜産業㈱）は、国内レンタル事業開始から 2年を
経過し、採用実績も建築・土木併せて 180 件（H29.1 末現在）を
超えました。特に建築工事の天井部での施工に関して、本システ
ムを用い専用の作業フロアを構築することで施工箇所を分離し、
下方の安全を確保しながらの施工や、上下部同時施工の担保など
により新たな価値が生まれています。「クイックデッキ」の特徴
および採用により得られた施工優位性についてご紹介致します。

主な特徴をご説明します。	
①	チェーンピッチ 2.5 ｍ（最大 5ｍ）により、吊構造にもかかわ
らず広々とした作業空間が得られます。

②	隙間プレート設置により、部材間の隙間、段差を無くしてい
ます。

③	構造床を採用し、最大積載荷重 350kg/㎡、１マス（チェーン
間 2.5 ｍ× 2.5 ｍ）で 2t の耐荷重性能があります。また床に剛
性を持たせたことで跳ね出し構造や組立時に地組後一括吊上
げなどが可能となっています。

「クイックデッキ」使用上のメリット
● 高い分離性能 
段差や開口部のない作業フロアを「吊りフロア」として構築
できます。架設後、下方空間は従来通りの使用が可能です。
駅舎では一般者の往来を確保できます。工場では稼働を維持
したまま天井改修工事が行え、また新築工事をはじめとして
上下分離作業を可能としたことで、同時作業により作業の効
率化が図れます。	

● 下方の安全に配慮した架設システム 
架設時の安全にも配慮しています。高所作業で特に注意が必
要な飛来落下防止対策として、安定した作業を行える「先行
床施工式」（※）を採用しています。従来の吊足場は身を乗り
出した不安定作業が付きものでしたが、クイックデッキは落
下防止処置の整備に加え、常に先行施工された床材の上で作
業ができるようシステム化することで、高度な安全性を確立
しています。

新設工事はもとより、今後ますます加速していくことが予想される日本国内のインフラメンテナンス事業において、クイックデッキは
その実績と製品特性を十分に発揮し、より安全で、より効率的な作業空間を提供出来うる最良の設備であると確信致しております。	
ハイスペックフロアーソリューション「クイックデッキ」を、どうぞ御活用ください。	
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日鉄住金鋼板 めっき鋼

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。	

用途

問い合わせ先

日鉄住金鋼板株式会社
http://www.nisc-s.co.jp

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

屋根・壁・建築部材等	

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　H8502）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。	

主な特徴 

出典：日鉄住金鋼板㈱エスジーエル®リーフレット左側、　　　カタログ Ver2.2　P4、P10、P18
SGL®	、エスジーエル®は日鉄住金鋼板株式会社の登録商標です。

（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） 

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。	

２．腐食試験事例  
腐食減量はガルバリウム鋼板の 1/3 ！

耐食性を最大限に発揮する 2%  Mg ！ 

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。エスジーエルに添加
するマグネシウムは、耐食性の検証を重ねた結果、めっきの耐食
性を最大限に発揮できる含有率「2%」に調整しております。	

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

分類（キーワード）

内装下地材／内装材／内装間仕切／下地構成部材／内装設備／診
断／防災・安全／その他	
体育館／武道場／プール／講堂／教室／その他／	

複合サイクル試験

2.3

1.6
1.2

0.35
0.30
0.27
0.25

032,1912,1021,1000,1016

厚
板

（mm）

ご相談ください製造可能受注可能範囲（材質：一般材）

成分 役割

Zn ベースの鉄部を守る犠牲防食作用

Mg
亜鉛リッチ相と共存し緻密な亜鉛酸化被膜を形成

（2%）

Al
疵部をアルミ系酸化生成物で充填する自己修復作用

（55%）

ガルバリウム鋼板

厳しい腐食条件では、アルミ酸化皮膜が形成さ
れるまでに亜鉛リッチ相が消費されてしまい、
腐食が進行する。

エスジーエル
厳しい腐食条件においてもマグネシウムの効果
で緻密な亜鉛酸化皮膜を形成し、腐食を抑制し
ます。

切断端面部の防錆イメージ

鉄

アルミリッチ相

亜鉛リッチ相

部
端
断
切

鉄

Mg効果で緻密な保護皮膜を形成

部
端
断
切

亜鉛リッチ相＋Mg

アルミリッチ相
亜鉛リッチ相

マグネシウム濃化相

10㎛

エスジーエルの断面

切断端部・傷部の耐食性

切断端部や傷部など、地鉄が露出した部分は赤錆が発生しやすくなります。
しかし、エスジーエルは、こうした部分の腐食進行を強力に抑制します。
エスジーエルの亜鉛リッチ相には、主成分の亜鉛とアルミニウムに加え、
マグネシウムが含まれています。マグネシウムは亜鉛よりイオン化しやす
い性質を持っており、犠牲防食作用を向上させ、地鉄露出部への亜鉛系保
護皮膜の形成を促進する効果があります。さらに、マグネシウムの働きで
保護皮膜が緻密となり安定化するため、ガルバリウム鋼板以上の切断端部・
傷部耐食性が得られます。
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日東紡

自由に照明を組み込もう。不燃認定を取得したライトシェード。

建築設計に欠かせない光のデザイン。その照明設計に自由に対応し、様々な建築構造物にライトシェード
は採用されています。ライトシェードは、日東紡のガラスクロス基布と特殊フッ素樹脂を複合した不燃性・
寸法安定性・透光性・光拡散性などに優れたクロス材と特殊形状のアルミ材と組み合わせた照明用カバー
工法です。空間を柔らかな光でソフトな雰囲気を演出します。

問い合わせ先

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

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

内装材

不燃認定取得　認定番号 NM-0152

■大面積に使用可能 ･･････････ 不燃認定品のため、天井面積の 1/10 を越えても内装制限を受けません。

■施工箇所を選びません ･･････ 天井はもちろん、壁面・トップライト下・窓の内側・エレベーター内部 etc…。

■シンプルなデザイン ････････ 美術館・オフィス・病院・駅舎・図書館・和室のまであらゆる場所にフィットします。

■優れたクリーニング性＋防汚性 ･･･ クロス表面の特殊フッ素フィルムで汚れをブロック。

■やわらかい光の演出 ････････ ガラスクロスと特殊フッ素フィルムで蛍光灯や LED の光が非常にやわらかい光になります。

■黄変しません ･･････････････ フッ素樹脂を使用していますので、アクリルのように変色しません。

■優れたメンテナンス性 ･･････ 独自の軸回転システムにより、大きなサイズでも簡単に開閉できます。

■さまざまな形状が可能 ･･････ ガラスクロスの特性と独自のフレーム構成により、円形・二次曲面にも対応。

■大スパンの施工が可能 ･･････ 開閉式では 3000 × 1800、FIX は 7000 × 1800 まで可能です。

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

東京支店
〒 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。

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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日本パワーファスニング 内装材

KIRII耐震ビス／MBテクス／軽天ビス／
トラックファースト

耐震天井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」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、更
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、新たに開発さ
れた KIRII アングルクランプにも採用されています。特に圧倒的な耐食性を発揮するサスガードＳＧ処理を施
した SUSMBテクスは安心天井Ｓの標準ビスになっています。

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

  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
● 安心天井に最適
● 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

TF1200JQ 

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

ランナー固定例

スーパーダイマ推奨処理品
● SUS ドライウォール

ラッパ フレキ ラッパ

サスガード
ＳＧ

#2

外径 十字
穴

3.5×25

3.5×25

(20)1.41703019

703008

8.01,000 10

外箱

商品コード ねじ部仕様頭部仕様サイズ パッケージ仕様
ねじ
長さ

全長
ねじ
ピッチ

ねじ
外径本数BOX数

10,000 3.5 25

#2 (20)1.418.01,000 10 10,000 3.5 25
D８

BOX
入数

呼び
長さ径×

フレキ

(mm)

D７

● MB テクス #5　5.5x30　※受注生産 

168410 15.011.0 13.0250 10

外箱

ねじ部仕様 切り刃仕様頭部仕様パッケージ仕様

ねじ
長さ

首下
長さ

ねじ
外径本数BOX数

2,500 5.5 305.5ﾐﾘ 5.5×30

サイズねじ
タイプ

商品
コード BOX

入数

P1.0

二面幅
締結厚(働き)
最小 最大最小 最大

外径 長さ

5.05.2 8.0 15.0 6.0 6.013.0

使用範囲（目安）

適用板厚呼び
長さ径×

※六角ソケット付もございます（商品コード168421）。

外径 高さ

(mm)

ライトゲージを H 鋼に固定

ランナー・スタッドの固定に最適
● E スクリュー

● MB テクスサラ

(mm)

4.0×14 (12)1.4014877 1,000 10 6.0 #2

外箱商品コード
ねじ部仕様

外径 十字
穴

頭部仕様サイズ パッケージ仕様
ねじ
長さ

全長
ねじ
ピッチ

ねじ
外径本数BOX数

10,000 4.0 14

BOX
入数

呼び
長さ径×

十字穴外径 高さ 全長

頭部仕様 切り刃仕様

外径 長さ

#2

締結厚(働き)

最小 最大最小 最大

サイズ

P1.4

ねじ
タイプ

4.0

7.0

外箱
商品

コード

ねじ部仕様パッケージ仕様

ねじ
長さ

ねじ
外径本数BOX数

4ﾐﾘ

BOX
入数

(mm)

4×13
（4×16）

7.3

9.3

10

10

10,000

10,000

13
16

1,000

1,000

4.2
4.2

335344

334652

6.0 1.2

#26.0 1.2

1.6

1.6

3.0

3.0

2.8

2.8

3.4

3.4

4.5

4.5

使用範囲（目安）

適用板厚呼び
長さ）（径×

※(  )サイズは受注生産品です。生産ロット、納期などにつきましては弊社営業にご確認ください。

SUSMBテクス一般品

※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。

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

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
https://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 (/m2)
バスパネル不燃 アルミ 3種 200 3m・4m ¥18,800/m2 ～ ¥28,600/m2 ～

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

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

設計価格

※別注の L寸は 6mまで対応いたします。

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 ｍｍ」を隠す見切

採用実績

お問い合わせください。

概要

軽量でコストパフォーマンスに優れる樹脂製「クリアランス見切」と、天井
付近が高温になる場所に適した不燃性の「アルミクリアランス見切」です。

施工期間

クルリンパチンの簡単施工です。

設計価格

耐震検証試験

試験躯体概要 試験写真

クリアラン
ス 許容範囲

60～75
mm

クリアラン
ス 許容範囲

60～68
mm

別売で、出隅・入隅も用意しています。

商品名 基材材質 色柄 規格 設計価格 (/ 本 )

アルミクリアランス
見切

アルミ
シルバー 2,400mm ¥4,000

ホワイト 2,400mm ¥5,300

クリアランス見切 PVC 樹脂 ホワイト 2,400mm ¥2,800

アルミクリアランス見切

クリアランス見切

アルミクリアランス見切 製品図

ビスカバー部

ジョイントプレート

90

31
.5

10

7515

クリアランス見切 製品図

77

22

12

S.PVC

30 17 30S.PVC

アルミクリアランス見切

クリアランス見切
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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。

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00 125 250 500 1,000 2,000 4,000

中央周波数（Hz）

残
響
室
法
吸
音
率

■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
18

25

26
18

.5

1.
2

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.
2

25

20

34

塩ビグラスウールコーナー25

R505800 53 900円/本 L=2,730 25本入

25

40

26
18

.5

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

全国 300 箇所以上の公立小中学校体育館及び武道場にてご採用
されました。
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4.2×16

4.8×25

ヤマヒロ ビス

ジャックポイント、
ドライウォール（JIS規格製品）

問い合わせ先

株 式 会 社 ヤ マ ヒ ロ
http://www.yamahiro.com/

〒 586-0038 
大阪府河内長野市上原西町 4-1
営業部（担当：笹岡）
TEL：0721-54-1560　FAX：0721-54-1360
jis-info@yamahiro.com

KIRII 耐震ビス
「KIRII 耐震天井工法」は認定品を使用することで初めて完成します。
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吉野石膏 内装材

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／超軽量せっこう板

今までのせっこうボードを約25％軽量化。天井下地への負荷を軽減します！

●従来のせっこうボード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
超軽量せっこう板	 580 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

規格

●	ジプトーン・ウルトラライト〈直張り用〉
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
重量：4.8kg/m2

・準不燃材料QM-0752（不燃材料品もございます）
●	超軽量せっこう板〈クロス、ペンキ下地用〉
サイズ：9.5mm	厚　910 × 1820mm、910 × 2420mm

重量：4.8kg/m2

・準不燃材料QM-0753（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
※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

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
重量：3.9kg/m2

●	ソーラトンライト・ワイド〈直張り用〉
サイズ：9mm、12mm	厚　455 × 910mm
重量：3.3kg/m2（9mm厚）、3.9kg/m2（12mm厚）

●	ソーラトンライト・ワイド 600〈直張り用〉
サイズ：12mm	厚　600 × 600mm
重量：3.9kg/m2

・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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若井産業 ビス・工具

KIRII 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

日本耐震天井施工協同組合（JACCA）が認定する耐震天井用のねじです。ブレース・野縁受け・野縁クリッ
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/ 

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

JIS 規格 軽天タッピング
JIS	B	1125（ドリリングタッピンねじ）認証品

天井材（石こうボードやケイカル板）を鋼製野縁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。

なべ頭  4.2 × 16
商品コード：KRI416N
入り数：1,000 本 / 箱

六角頭  5.0 × 25
商品コード：KRI525H
入り数：400 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

● 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
●ボールが脱落し難いボールロック式専用ソケット付属

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。

トランペット頭（ラッパ頭）  3.0 × 20、3.5 × 22
入り数：1,000 本 / 箱

フレキ頭  3.0 × 20、3.5 × 22
入り数：1,000 本 / 箱

● 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

● 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

オートロッキングＣクランプ
施工研修会標準工具　厚さ調整不要

耐震ビス施工時にブレース・野縁受け等を仮固定することにより施工性が向上します。従来のロッキング
クランプのように、調整ノブを回して対象物の厚さに合わせて調整する必要がありません。

＊最大開き　57㎜＊最大開き　52㎜

HANSON　06200　ロッキング C クランプ　
通常先　180㎜
商品コード ： V062007

HANSON　06201　ロッキング C クランプ　
スイベル先　180㎜
商品コード ： V062014
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JACCA
日本耐震天井施工協同組合

Japan Aseismic Ceiling Constructors Association

建設省（現：国土交通省）東経振発第859号

1999 年（平成 11 年） 設立
2008 年（平成 20 年） 改組
 日本耐震天井施工協同組合へ改組
 （名称変更）
 耐震天井保証制度を創設

□ 沿革
・組合員（内装工事業者）

出資金（初回のみ） 10,000 円 部会費 40,000 円 / 年 

・天井診断士会員
加入金（初回のみ） 0 円 年会費 10,000 円 / 年 

・賛助会員
加入金（初回のみ） 10,000 円 年会費 40,000 円 / 年 　　

□ 入会（審査があります）

・正組合員（内装工事店）：780 社
・特別会員：28 社　
・賛助会員（メーカー等）：43 社　
・天井診断士会員 ( 設計事務所、ゼネコン等）：90 社

□ 組合員

・北海道・東北 87 社 
・北関東・信越 101 社 
・南関東 183 社 
・中部・北陸 121 社

・近畿 100 社 
・中国・四国 79 社 
・九州・沖縄 109 社

正組合員（内装工事店）：780 社

※登録資格者数：JACCA 耐震施工技術者 4,676 名／ JACCA 天井耐震診断士 743 名（平成 29 年 2 月 28 日現在）
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■ 開催時期・会場
全国主要都市にて開催（毎年 3 月に HP にて公開）

札幌、盛岡、仙台、福島、水戸、前橋、東京、新潟、金沢、
長野、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡、那覇等

■ 講習時間・内容
9：15 〜 16：30
第 1 部　地震被害と改正法規（天井告示・調査告示）
第 2 部　天井耐震診断の準備、足場等の安全確認
第 3 部　耐震診断の実務（調査方法と判断基準）
第 4 部　耐震診断報告書の書き方、サンプル解説
第 5 部　国交省監修「天井の耐震対策事例集」解説

■受講資格
・JACCA 会員に入会済みの方　※会員登録が必須です。
   （天井診断士会員：入会金なし、年会費 1 万円、入会審査に 1 ヶ月程度必要です。）

・一級・二級建築士、1 級・2 級建築施工管理技士、技術士の何れかの資格を有する方

■受講料
天井診断士会員 ：40,000 円（税込）
組合員・賛助会員 ：20,000 円（税込）
全ての会員 ：10,000 円（税込）

■配布資料
・建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説
・平成 28 年基準（隙間なし天井の新基準）の解説
・実務者に向けた屋内運動場等の天井等耐震対策設計の手引
・JACCA 内装建材便覧
・天井の耐震改修事例集　等

開催
実績

新 規

更 新

「天井耐震診断士」認定講習会（調査・基本設計講習）

「JACCA 耐震セミナー」（施主向けから設計向けまで各種）
※官公庁対象セミナーは無料です。特殊施設向け（劇場、音楽ホール、プール）等各内容あり

耐震診断の実施方法、耐震天井の設計方法等の情報提供

１．H28.4 熊本地震天井被害報告

２．天井関連法規（隙間なし天井告示他）

３．国交省監修「天井の耐震改修事例集」

４．特殊な耐震天井（劇場ホール、プール）

５．耐震改修の補助制度（安全ストック形成事業）

日本建築士会連合会 CPD 認定プログラムセミナー（2 時間）⇒ 2 単位取得可能

組合員施工研修会（耐震施工）

施工管理者・施工実務者向けのライセンス取得講習会

施工者の心得、施工トラブル事例、工事施工者に対する罰則（懲役・罰金）について

最新の公共建築工事標準仕様書、建築工事監理指針、国交省天井告示（法規）の解説

使用部材（天井部材、耐震ビス等）と JACCA 認定耐震天井工法の標準施工要領書の解説

標準施工要領書の通りには施工できない部分の実現場での対処方法

施工体験（耐震クリップの取り付け、耐震ブレース設置等）と早く施工する為のポイント

基礎編

実技編

■受講料（資料一式、昼食含む）

5,000 円（税込）組合員のみ

3,000 円（税込）組合員のみ

新 規

更 新

CPD
対応

5単位

天井告示対応
技術者認定証
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掲載企業連絡先一覧

アイカ工業株式会社
東京本社：東京都練馬区豊玉北 6-5-15
問合せセンター：0120-525-100　www.aica.co.jp

アサヒサンコー株式会社
〒 252-0135　神奈川県相模原市緑区大島 2094
TEL：042-762-3265　FAX：042-762-3352
as-sanco.jimdo.com

旭ファイバーグラス株式会社
〒 101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町 3-6-3　神田三菱ビル 7F
TEL : 03-5296-1515

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

株式会社エーアンドエーマテリアル
〒 230-8511　神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2-5-5
建材事業本部　TEL：045（503）5771
http://www.aa-material.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 Ｆ
お問合せ窓口　TEL：03-3539-6644
http://www.kirii.co.jp/

日本耐震天井施工協同組合
〒 100-0011　東京都千代田区内幸町 1-1-1　帝国ホテルタワー 18 Ｆ
TEL：03-3539-6569
http://www.jacca.or.jp/

大建工業株式会社　エコ営業部
〒 101-8950　東京都千代田区外神田 3-12-8
TEL：03-6271-7766
http://www.daiken.co.jp

KN 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
http://www.fujinittei.co.jp/

株式会社ケー・エフ・シー
〒 530-0047　大阪市北区西天満 3 丁目 2 番 17 号
営業企画部　［東京］TEL：03-6402-8273［大阪］TEL：06-6361-6040　
http://www.kfc-net.co.jp/

株式会社ダイケン
〒 532-0033　大阪市淀川区新高 2-7-13
営業本部　TEL : 06-6392-5321
http://www.daiken.ne.jp

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

チヨダウーテ株式会社 
〒 111-8520　東京都台東区寿 3-14-11　蔵前チヨダビル 7 階
東京市場開発室　TEL：03-6635-1652
http://chiyoda-ute.co.jp/

帝人フロンティア株式会社
〒 105-0021　東京都港区東新橋 2-14-1　NBF コモディオ汐留
かるてん課　TEL：03-6402-7911
http://www.kal-ten.jp/

ナカ工業株式会社 
〒 340-0807　埼玉県八潮市新町 39　
営業企画部　TEL：048-932-0381
http://www.naka-kogyo.co.jp/

ニチアス株式会社
〒 104-8555　東京都中央区八丁堀 1-6-1
建材事業本部　TEL：03-4413-1161
http://www.nichias.co.jp/

日綜産業株式会社
〒 104-0032　東京都中央区八丁堀 4-8-2　 いちご桜橋ビル６階　
東京支店・クイックデッキ事業部　TEL：03-6891-3246
http//www.nisso-sangyo.co.jp

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

日東紡
〒 102-8489　東京都千代田区麹町 2-4-1　麹町大通りビル
グラスファイバー事業部　マーケティング本部　営業第二部
TEL : 03-4582-5210
http://www.nittobo.co.jp/

パラマウント硝子工業株式会社　東京支店
〒 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
http://www.pgm.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
http://www.jpf-net.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
https://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

株式会社ヤマヒロ
〒 586-0038　大阪府河内長野市上原西町 4-1
営業部（担当：笹岡）TEL：0721-54-1560　
http://www.yamahiro.com/

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
http://www.yoshino-gypsum.com/

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


