水性エマルジョン太陽熱高反射塗料
﹁ビッグサントップＵ Ｒ﹂
うか？﹂等のご相談がござ
いましたら︑弊社東京支店・
本社営業部までお気軽にお
問合せ下さい！

︵日︶の２日間に渡り大阪府

６月２５日︵土︶︑２６日

技能に対する社会一般の評価を

家検定制度﹂です︒技能検定は

り検定し︑国として証明する国

ました︒

材が１５名︑合計１９名が受験し

名︑ポリマーセメント系塗膜防水

ては︑ケイ酸質系塗布防水材が４

流れるように作業する方が

い工程を簡単そうに︑また

せんでしたが︑たまたまこの現場の
設計業務で入っていた設計事務所
に︑以前ビッグサン防水材のＰＲを
していた事もあり︑
﹁大日化成さん
は水性の遮熱塗料持ってましたよ
ね？﹂との問合せを頂き︑ビッグサ
ン建築用防水材をプライマーとして
使用した﹁ビッグサントップＵＲ塩
ビシート下地塗装仕様﹂を現場用に
作成し︑無事︑採用となりました︒
この現場のように︑他の防水工法
の仕上遮熱塗料としての使用の他
に︑もちろん弊社ビッグサン建築用
防水工法の﹁ＲＢ ６工法﹂や﹁Ｒ
Ｘ工法﹂の遮熱トップコートとして
の使用も可能です︒
﹁ビッグサントップＵＲ﹂をトッ
プコートとして使用すれば︑優れた
日射反射性能により︑屋上面の表面
温度を下げるため︑夏場に問題とな
る下地の水蒸気による防水層のフク
レの発生も低減する効果が期待でき
ます︒
今年の夏も猛暑が予想されます︒
加えて︑先の東日本大震災の影響で
全国的に節電対策が求められてお
り︑水性エマルジョン太陽熱高反射
塗料﹁ビッグサントップＵＲ﹂の需
要はますます増えてくる事が予想さ
れます︒
﹁こんな箇所への使用はどうだろ

立南大阪高等職業技術専門学
高め︑働く人々の技能と地位の

試験内容は︑第一工程の止水か

﹁ビッグサントップＵＲ﹂は︑
年に金属・スレート屋根用防
水改修システム﹁ビッグサンＭＲ工法﹂
及び﹁ビッグサンＳＲ工法﹂の遮熱トッ
プコートとして販売を開始しました︒
水性エマルジョンタイプでありなが
ら︑フラットで美しい塗膜を形成し︑
高反射塗料としての性能も優れている
ため︑使用者の皆様からは御好評を頂
いております︒
ユーザーの皆様方の中にも﹁ビッグ
サントップＵＲ﹂はビッグサンの屋根
用防水工法以外には使えないと思われ
ている方も多くいらっしゃるのですが︑
今回は﹁ビッグサントップＵＲ﹂のビッ
グサン屋根用防水工法以外の現場での
施工例を紹介したいと思います︒
昨年︑熊本県某所にある国立療養所
で病棟増築工事の計画がありました︒
屋上防水は塩ビシート防水の機械固定
工法で既に施工が決まっていたのです
が︑近年の猛暑の影響もあって︑防水
層の表面仕上げとして遮熱塗料を施工
する事になりました︒
ただし︑使用中の施設敷地内での施
工となるため︑患者さんへの影響を配
慮し︑臭気・毒性の少ない水性タイプ
の遮熱塗料での施工を︑との強い要望
がありました︒塩ビシート防水の製造
メーカーの製品は溶剤型遮熱塗料で
あったため︑この条件に対応が出来ま

校︵テクノセンター南大阪︶
向上を図ることを目的として職

第二工程のポリマーセメント系塗

熱血営業マン!
ダイニチくんの奮戦記

！

のイチロー選手は難しい
コースの球でも流れる様に簡単に
ヒットを打ってしまいます︒
今回受験された方の中にも︑難し

気こ
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もも
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かい
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す様に︒

さ“すがプロ と
” 感じます︒

いました︒

で平成２３年度﹁セメント系

予定です︒全員合格できま

合格発表は１０月中旬頃の

膜防水材の塗布になりますが︑今

防水作業技能検定﹂が行われ

技能検定に合格された方には

回の受験者は止水に慣れていない

されています︒

技能検定とは﹁働く人々の

級︑３級は大阪府知事︶から合

１級の場合は厚生労働大臣︵２

建築防水の方が多く少し手間取っ

有する技能を一定の基準によ

ている方も見受けられました︒
第二工程は︑さすがに普段施工し

格証書が交付され︑
﹁技能士﹂

ている慣れた材料なので問題なく

と証することができます︒

検定試験にあたり前日に事

駐輪場緑化

作業出来ていたと思われました︒

前講習会が行われ︑検定受験
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者は全員参加 し講師から実技
試験のポイント等の説明を熱心
に聞き︑また質問しながらメモ
を取っていました︒

こ
こ
は
涼
し
い
！

屋上緑化
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壁面緑化
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今回は１級の実技試験につい

集合住宅屋上（モク芝緑化）

ました︒

ら始まり︑ハツリ作業↓急結セメ

水系エポキシポリマーセメント
モルタルの新しい形です。
溶剤型塗布材料の下地調整材に
最適です！

50.5
57.7
75.2
86.3

屋上緑化に四季の彩りを実現

スカイレジンＷＥ
エポフィラー
プライマーＥ
ＥＰＣ－Ｔ

日射反射率（％）
調
日塗工色番号
ＥＮ－６０
ＥＮ－７０
Ｅ２２－８７Ｃ
ＥＮ－９５
色
標準色
グレー
ライトグレー
ライトベージュ
ミルキーホワイト

シーズン花壇
スカイレジン＜下地調整剤＞

白黒隠蔽率試験紙にビッグサントップＵＲを各色塗布し、常態で
１週間養生後、日射反射率を測定した。
濃色であるグレー（Ｎ−６）についても５０．５％であり、東京都
クールルーフ推進事業にて定義される高反射性塗料基準の日射反射
率５０％以上をクリア。

社員一同および
各事業所にて
行いました募金を
日本赤十字社へ
振込しました。

【日射反射率（JIS R 3106）
】

関東東北大震災義援金を
日本赤十字社へ振り込みしました

業能力開発促進法に基づき実施

−

ントによる止水作業↓仕上げ作業
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平成２３年度「セメント系防水作業技能検定」が
行われました。

通気緩衝工法 水分を逃がし防水層の
割れ・ふくれを防ぎます

BIGSUN

RX 工法

16
号

大日化成

ストーリーは単純で︑小さな頃
に母親に捨てられ︑孤児院で生活
をしていた少年・ジェシー︒彼は
﹁い
つかママが迎えに来る﹂という希
望を捨てられず︑施設を脱走して
盗みを繰り返します︒
ある日警察から逃げるためにも
ぐりこんだ私立水族館で︑シャチ
のウイリーと出会うのですが︑ウ
イリーは野生のシャチだったにも
関わらず︑金儲け目当ての水族館
側に捕まえられ︑家族と引き離さ
れていたのです︒大海原で両親や
兄弟とともに幸せに暮らしていた
頃と一変し︑狭い水槽で人間不信

真のように青々と茂り
ました︒
事務所内の温度差も
小さくなりまた収穫し
たゴーヤを食すことが
でき︑まさに一石二鳥
です︒
ひと夏のゴーヤの収
穫量は１００個を超
え︑従業員が持ち帰る
だけではなく︑来場さ
れるお客様にもお持ち
帰りいただき喜ばれて
います︒
ゴーヤで緑化を始め
て早５年︑今年は事務
所の南側にナス︑キュ
ウリ︑ししとう︑ミニ
トマトの植え付けにも
挑戦し︑収穫の喜びを
味わっています︒
来年は︑弊社の高反
射塗料ビッグサントッ
プＵＲを外壁に塗装す
ることで更なるエコに
取り組もうと計画して
います︒

漁の網にたまたま捕獲されてし
に陥っているウイリー︒シャチと人
間という垣根を越えて︑いつしかジェ まったシャチが︑船に引っ張ら
れた生簀︵水中の檻︶に入れられ︑
シーとウイリーは強い信頼関係で結
約
先のシアトルまで
ばれます︒
移動する事になった際︑その船
にずっと家族︵たしか母シャチ︶
それまでは誰の言うことも聞かな
が付き添ってきた実話がありま
かったウイリーが︑少年ジェシーの
す︒このシャチの親子は当時︑
言うことなら何でも聞くことに気づ
かなり話題になったため︑本作
いた水族館は︑彼らの関係を金儲け
の土台になっているのかもしれ
に利用しようと︑シャチのショーを
ません︒
目玉イベントに大宣伝をおこないま
す︒
本作でも︑水族館の外海では︑
変に自信がついたジェシーもつい︑
ウイリーの家族が彼を心配して︑
その流れにのってしまい︑自分の名
沿岸から離れないシーンが出て
声のためにウイリーとの友情を犠牲
くるのですが︑タイトルの﹁フ
にしてしまいます︒すっかり仲違い
リーウイリー﹂の﹁フリー﹂とは︑
してしまったジェシーとウイリーを
﹁解放﹂や﹁自由にする﹂という
軸に︑再び︑信頼関係を取り戻すス
意味で︑ウイリーを家族の元に
トーリーには︑やや﹁子供だまし﹂
返してあげたいというジェシー
と違和感を覚えながらも︑ハッピー
の想いがこもっています︒
エンドに胸をなでおろしてしまいま
した︒

さて︑野生のシャチは︑大海原を
一生︑家族とともに過ごします︒家
族群で生活する海洋動物は他にもい
るようですが︑特にシャチは家族の
絆が強いようです︒
現に︑
年にはカナダのブ
リティッシュコロンビア沖で︑サケ

こんにちは！いつもご利
用ありがとうございます︒
私が勤務している東京支店
についてお話します︒
現在の事務所は昨年８月
末に引っ越して︑もうすぐ
１年になります︒実は︑私
が入社してお引っ越しは２
回目︒浜松町の一角を転々
としています︒少しずつで
すが仕事が終わった後︑書
類等を新事務所に運んでい
たので手際は良かったので
すが︑仕事をしながらだっ
たので︑必要な物まで新事
務所に運んでしまい大慌
て︒事務所の引っ越しは体
力がいりますよね︒特に昨
年夏は猛暑で旧事務所と新
事務所の行き来でバテバテ
でした︒広かった新事務所
も物を置いてみるとちょっ
と狭くなったけど︑その分
みんなとの距離が近くなっ
て仕事が捗ります︒物って
いつの間にか増えますね︒
引っ越した当初は︑旧事
務所に来られたお客様が
﹁会社へ行ったら電気がつ
いてなくて・・・﹂と慌て
て 電 話 し て こ ら れ て ︑﹁ 引 っ
越しして︑事務所は今いる
場所の真裏です！﹂とよく
お答えしていました︒こん
な時﹁近くに引っ越しで良
か っ た ！ ﹂と ホ ッ と し ま す ︒
新事務所ビルの外壁には
大日製品﹁ビッグサントッ
プ Ｕ Ｒ ﹂︵ 高 反 射 塗 料 ︶ を
使用していて遮熱効果が得
られ︑この猛暑ですが多少
節電に貢献出来ていると思
います︒
そうそう事務所から見える
景色がとても良いんです
よ︒目の前が﹁汐留チッタ
イ タ リ ア 街 ﹂︑ 奧 に は 高 層
ビル︒
ルネッサンス調の可愛ら
しい街並で︑ここを歩いて
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一般的に︑人間の大人は︑子
供の情操教育として動物園や水
族館に行くことに何ら疑問をも
ちませんが︑その陰には︑ウイ
リーのように引きさかれた家族
がいるのかと思うと︑環境問題
以前に︑やや考えさせられる映
画です︒

いると︑浜松町のオフィス
街とは違った景色が味わえ
ます︒たまにテレビを見て
いると︑ここの街並みが映
るのでちょっと自慢出来ま
す︒
先日︑お客様とお話しを
していて﹁こんな良い場所
で仕事が出来て︑あなたも
幸 せ だ ね ︒﹂ と お 褒 め の お
言葉を頂きました︒私もお
客様にそう思って頂けた事
がとても嬉しかったです︒
私の業務は主に受発注担
当をしています︒お客様か
ら御注文を頂いた商品を︑
いかに早くお客様へお届け
するか毎日納期との戦いで
す︒お陰で運送会社さんと
仲良くなりました︒私は内
勤なので外出時︑お客様の
会社や現場があるとつい目
がいってしまい︑大日製品
を使って頂いていると思う
ととても嬉しくなり︑
﹁また明日も頑張ろう！﹂
と活力がわいてきます︒お
客様の声に耳を傾け︑多く
のお客様に大日製品を
より多く使って頂けるよう
に︑日々頑張っていきたい
と思います︒
そして営業マンとのコ
ミュニケーションを大事に
し︑仕事のしやすい環境を
作る事を心がけています︒
私自身︑みなさんに助けて
頂いているので・・・いつ
もありがとうございます︒
是非︑事務所にお越し下
さい︒心よりお待ちしてお
ります︒

東京都港区浜松町１-２-５
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フリーウイリー （Free Willy）

小学校で鑑賞映画にも使わ
れていたこの映画は︑シャチ
という動物と親に見捨てられ
た少年との︑心の交流を軸と
しています︒
﹁非行少年と純粋な心をもっ
た動物の友情により非行少年
が立ち直り︑一部の心ない大
人をギャフンと言わせる﹂と
いう内容は︑動物モノによく
ありがちなお約束通りのス
トーリーで︑子ども達やファ
ミリー層をターゲットにして
いるせいか︑最後はすべてが
丸くおさまります︒

みなさん︑ご存知でし
たか︒
大日化成の工場がある
岡山県は﹃晴れの国おか
やま﹄を県の標語として
いますが︑その由来は︑
降水量１ミリ以上の日数
が全国最小であること︒
今年も暑い夏がやってき
ました︒
大日化成は２００７年
にチャレンジ２５︵旧
チームマイナス６％︶に
参加し︑その一環として
岡山工場事務所の冷房温
度を２８度に設定しまし
た︒
しかし︑同じ事務所内
でもパソコン等のＯＡ機
器が並んでいる場所は温
度が上昇し︑特に西側は
西日の影響なのか︑温度
計で測定してみると３０
度を越えていました︒そ
こで少しでも室温を下げ
ようと窓に簾 す
( だれ )
を付けてみましたが︑コ
ンクリート壁自体が蓄熱
しているためほとんど効
果がありません︒
そこで思いついたのが
ゴーヤによる緑のカーテ
ンです︒５月初旬に苗を
植え︑梅雨明け頃には写

東京支店

公開
：1993 年
制作総指揮：リチャード・ドナー
監督
：サイモン・ウィンサー
出演
：ケイコ（シャチのウイリー）
ジェーソン・ジェームズ・リクター
上映時間 ：112 分
ロケ地
：米国ワシントン州サンファン諸島、他
日頃は営業活動やお電話で応対させていただいていおりますスタッフの日常をお伝えいたします。

.13
l
o
V
大日化成株式会社は、環境に配慮した事業の推進を目指す
企業として積極的にエコ活動に取り組み、地球環境の保全と
向上に貢献していきます。

Ecology ECO への取り組み

