塗布量(kg/㎡)

程

0.1～0.2kg

2

防水層１

0.2～0.3kg

3

防水層２

0.2～0.3kg

C

NET

荷姿

スカイコートプライマー

プライマー

5kg

6L ポリ容器入り

スカイコートＷ防水材

防水材

10kg

15L ポリ容器内袋入り

【スカイコートＷ標準仕様】

またその大多数は︑見え

三︑施工現場に応じた工法
浸透性防水機能によりコン
クリート自体も緻密にして
防水機能を持たせるＧＡ ２工法と︑強靭で弾性のある塗
膜防水層に保護層またはモ
ルタルを塗布し︑下地のク
ラックにも追従できるＧＲ
Ｇ工法・ＧＲ工法の３つの工
法があります︒

省令第１５号及び厚生労働
省令第１５号の浸出試験に
適合しています︒そのため︑
浄水施設︑配水池︑受水槽
などの内面防水に使用でき
るのです︒

四︑スピード工法
どんなに優れた防水材でも
施工に時間や手間が掛かっ
ては︑なかなか採用にはい
たりません︒発注側はいか
に優れたものが短期間で施
工できるかが最も大切なと
ころだからです︒

用途

有り難いことですが︑大
ないところ︑地面より下側で
日化成と言えば﹁ビッグ
活躍しているのです︒一般の
サン﹂というように︑固 方には非常になじみの少ない
有名詞としても取り扱っ
防水材ですが︑とても重要な
て頂けるくらいに各所で 役割を担っているのです︒
導入して頂いております︒
しかし大多数の方は﹁建
土木用ビッグサンの大きな特
築用防水材﹂と思われて 長として
いるのではないでしょう
か？
一︑地球や人に優しい水系
ビッグサンはご存じの通り高
今回は土木用防水材とし 分子エマルションとセメント
てのビッグサンをご紹介 系骨材を主成分とする防水材
したいと思います︒
です︒アスファルト系やウレ
タン系などの有機素材系の材
土木用防水材で一般的に 料が上水で使用されていた場
知られている施工箇所は︑ 合︑経年劣化で防水面が傷ん
屋外プールですね︒そし
できた場合︑材料が微量なが
てみなさまの生活を支え ら紛れ出る事になります︒そ
ているインフラ︒上水場 の場合人体への影響が懸念さ
や下水道︑送水管・下水
れます︒しかしビッグサンな
管などです︒
ら最大限人体への影響を抑え
る事ができる水系素材が主成
建築用と確実にちがって 分ですので︑有機系防水材に
いるのは︑
︻常に水に接し 比べて安心なのです︒
ている︼ということです︒

製品名

ビッグサン土木防水材はい

【スカイコートＷ使用材料一覧】

二︑飲料水用途で認可
ビッグサンＧＲＧ工法は厚生

工

＜速硬型軽量プレミックスモルタル＞

BS・ラピタルエース

コンクリート欠損部の補修に最適なポリマーセメントモルタル

この様に様々なところで活躍
しているビッグサン土木防水
材を今後ともよろしくお願い
いたします︒

もちろん飲み水の規格にも適
合しているため︑安心して使
用されるものです︒

上水槽も昨今では高度浄水シ
ステムが導入されているとこ
ろがあります︒高度浄水とは
オゾン殺菌でカルキ臭などを
処理するものですが︑オゾン
処理槽に有機溶剤系防水材で
は劣化が激しく使用できませ
んでしたが︑ＵＧＡ工法は耐
オゾン性を有するポリマーセ
メント系塗膜防水材として︑
各地の高度上水場で使用され
ております︒

かに迅速に信頼性の高い防水
工事をおこなえるかを追求し
た製品コンセプトで開発され
ており︑施工現場で高効率化
と省力化を実現している防水
材です︒

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！

節電できる壁面緑化を実現！
＜土木用防水材＞

スカイレジンＷＥ
エポフィラー
プライマーＥ
ＥＰＣ－Ｔ

透明外壁防水材﹁スカイコートＷ﹂

※ 塗布量は下地の状況により異なります。

近年の建造物の外壁はタイル仕上げ らの雨水侵入は浸透性吸水防止 ︵ ︶防藻・防かび対策がなさ
れている︒
が採用されている事が多く見受けら 材などで対応できるものの︑長
という特徴があります︒また
れます︒タイル自体は︑耐候性︑耐 期に及ぶ効果は期待できませ
細かい説明は避けますが︑伸
久性︑防火性︑防水性に優れている ん︒そこで今回︑既存タイルの
びや引張強さ等の塗膜物性も
という特徴があり︑外壁の仕上げ材 意匠をなるべく損ねることなく
非常に優れたものとなってい
簡単な塗布作業により防水性を
として最も適しているともいえま
ます︒
す︒また︑塗装に比べて重厚で高級 付与し剥落予防にも寄与する事
感のある意匠性や︑定期的な塗替え ができる﹁スカイコートＷ﹂を
透明外壁防水材﹁スカイコー
等が不要でメンテナンスコストが低 新たに開発致しましたのでご紹
トＷ﹂︑きっと皆様の要求にお
く抑えられることも人気の一要因と 介させて頂きます︒
応えできる製品であると考え
言えるのではないでしょうか︒
ております︒是非ご期待くだ
﹁スカイコートＷ﹂は︑透明性
さい︒
ただ︑タイル仕上げにも欠点が有り と柔軟性︑耐久性を兼ね備えた
ます︒地震などによる建物の動きや︑ 防水塗膜を形成するため︑
︵１︶既存下地︵タイル仕上げ︑
気候など温湿度の差による伸縮応
力︑タイル目地モルタルの経年劣化 コンクリート打放し面等︶の風
など様々な要因によって︑タイル・ 合いを生かすことができる︒
目地・下地モルタルがひび割れたり ︵２︶下地追従性に優れた柔軟
浮きが発生する事が有ります︒本来 かつ高強度な防水塗膜が外壁か
ならば︑タイルによって保護されて らの雨水の侵入を防ぎ︑長期に
いる構造物も︑ひび割れ部やタイル わたり建物を保護することがで
目地から雨水等が侵入することで漏 きる︒といった効果が期待でき
水の発生や︑エフロレッセンスによ ます︒実は︑これだけならばす
る汚れ︑コンクリート劣化の進行︑ でに市場に似たような外壁用透
タイル・モルタルの浮きや剥落を引 明保護工法が存在しているので
き起こすことになりかねません︒こ すが︑これまでの同等工法と異
うなると︑適切な補修が必要となっ なる点として︑
︵ ︶使用材料︵プライマー︑
てきます︒
主材︶はすべて１液︑完全水系
外壁補修方法としては︑浮き・ひび 材料で構成されており︑居住者・
われ部の樹脂注入︑タイルの部分張 作業者・環境にやさしい︒
り替えなどがありますが︑タイルの ︵ ︶シリコン変性水性ウレタ
色違いなどが出てしまうため元々の ン樹脂による高耐候性被膜によ
美観と異なってしまい︑見た目も良 り︑トップコートが不要で作業
くありません︒また︑タイル目地か 工程が低減できる︒
プライマー

1

A

B

霧ヶ峰 シリーズ
スカイレジン＜下地調整材＞
教育施設（VUS500）

近日発売

土木用防水材でも活躍する BIGSUN

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

32
号

上映時間：2 時間 12 分
公開：2011 年

本来︑大富豪として生まれた
彼は︑会社を継ぐのではなく︑
貧富の差がどうして生まれた
のかを知るためもあって︑科
学者としての道を選んだうえ
﹁トーラス﹂という構造体や理

システムは︑モルガンにとって脅威
だったのです︒そしてモルガンや彼
の近親者であるロスチャイルド一族
こそが︑当時ならず現代でも︑エネ
ルギーで大きな利権を持っているの
です︒
こういった話は趣味の悪い都市伝説
のようですが︑興味深いのは P&G
も利権集団の一員であり︑現代にお
いては︑人類監視のチップ埋め込み
業務を担っているそうです︒フォス
ター・ギャンブルは︑まさに祖父創
業の企業を告発するような暴露作品
として︑この映画を作ったのです︒

F
R
B
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R
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業務は製品の開発や営業部
の支援を中心とした仕事を
しています︒製品開発では
新製品テーマはもちろんの
こと︑原料を見直したり︑
その生産方法を検討するこ
とで生産効率アップを図り
日々のちょっとした工夫や
営業部・製造現場とコミュ
ニケーションをとることで
アイデアを出し合い︑そう
する事が現状を変革するこ
ととなることを実感する毎
日です︒

営業支援として営業部員と
一緒に日頃お世話になって
おりますお客様や現場を訪
問させていただき︑ご購入
いただいた製品に異常ない
か実態に沿っているか︑お
客様が望んでおられる作業
性などを見極め︑その方向
性を再確認するよう勤めて
おります︒

フリーエネルギーを開発した科
学者のほとんどが抹殺もしくは
弾圧されている事実も︑この映
画では告発しています︒
さらに恐ろしい事に︑コトは
エネルギー問題だけでなく︑食
糧や医療︑教育問題にも絡んで
いるとのこと︒具体的には
と呼ばれる﹁遺伝子組
み換え食品﹂︒これは︑世界経
済を牛耳るロックフェラー財団
がもくろむ人口削減化計画によ
るものだそうです︒また﹁ワク
チン﹂といえば︑善意の証明の
ように感じる人も多いかもしれ
ませんが︑実はワクチン摂取に
よって不妊を引き起こすように
なっているため︑昨今は年々︑
不妊症が増えています︒他にも︑
様々な問題が邪悪な集団によっ
て作られているのです︒約２時
間の映画ですが︑あっという間
と感じるぐらい︑様々な問題が
出て来ます︒
こうして文字にしてすると︑
一見﹁トンデモ映画﹂ですが︑
本作では問題を１つずつ細かく
論証していますし︑彼なりの解
決策を提案しています︒そして︑
何よりもとても興味深く面白い
のです︒
もちろん賛否両論の映画です
し︑内容が内容だけに︑多くの
共感者や反論者がネット上に本
作品をアップしていますので︑
皆様も簡単にネット上で閲覧で
きるかもしれません︒但し︑ご
覧の際は正規の方法でご覧くだ
さいますよう︑お願い致します︒

これからもお客様の抱えて
いる問題や課題を解決して
より良い製品を提供できま
すようがんばります︒少し
でも満足して頂くようご支
援いたします︒宜しくお願
い致します︒

近年は気候変動のせいか極
端に暑かったり雨が多かっ
たりしますので︑防水に関
するお客様からのお問い合
わせも多くなっており毎度
お電話でお時間を頂いてお
ります︒

ポイントが効果的であった
岡山工場の技術部木梨で
す︒入社してから早いもの かを振り返り︑その根拠を
明確にしておくことは弊社
で２２年になります︒
私の休日は大自然に囲まれ の技術的な内容を向上させ
て山林田畑の農作業の毎日 るチャンスになりますか
ら︑そういう機会を大切に
ですが︑時間が空いたら
ホールに行ったり趣味の模 しています︒
型を楽しんでます︒最近で
は木材加工をしたり日曜大 私は現場に行くと内心︑早
く下地の汚れやレイタンス
工にはまっております︒
を取り除かなければとそわ
そわしてしまいケレンして
もらうと安心します︒最近
では普段見かける建築物の
劣化箇所をみる度にこう
やって補修したら綺麗にな
るよなぁって思ってしまい
ます︒生活に支障は無いで
すが病気かもしれません︒

なぜなら︑モルガンは当時の電線
に使われる﹁銅﹂を独占していた
からです︒電線が不要なテスラの

そして彼は︑エネルギー問題を追う
内に﹁お金の流れ﹂に気づき︑世界
経済が一部の人間に牛耳られている
ことを知ります︒たとえば︑世界経
済をコントロールしている
は︑アメリカ合衆国の中央銀行にあ
たる機関ですが︑実は︑公的機関で
前作では︑
﹁フリーエネルギー﹂ 論の研究を深めます︒すると︑宇 はなく民間の金融機関です︒
という無限のクリーンエネル
宙の基本的構造や生命は︑すべて
日本でいえば日銀にあたる
ギーを発明したニコラ・テス
トーラスに基づく構造を持ってい
ラにふれましたが︑今回も﹁フ ること︑そして︑石油や原子力に が︑私企業であることを多くの日本
人は知りません︒
リーエネルギー﹂関連映画で
代わる﹁フリーエネルギー﹂にも
その
やヨーロッパの中央銀
す︒ただ本作は︑ハリウッド
ト
ー
ラ
ス
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
突
行こそが︑ロスチャイルド一族とモ
発の娯楽作品ではなく︑告発
きとめます︒
ルガンらによって産み出されたもの
形式のドキュメンタリーで︑
であり︑しかも︑貨幣発行の権限を
製作者はフォスター・ギャン
し
か
し
︑
電
力
や
石
油
な
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
持つ
は︑アメリカ大統領だ
ブルという個人で︑世界最大
関
連
企
業
が
︑
自
分
達
の
利
権
を
手
放
けでなく世界経済をも手なずけられ
の生活用品メーカーとして有
すことを嫌い︑フリーエネルギー
るのです︒
名なプロクター＆ギャンブル
開発者を弾圧していることにも気
社︵
︶の御曹司です︒
づ
き
ま
す
︒
例
え
ば
︑
ニ
コ
ラ
・
テ
ス
世界での紛争の大半が︑エネル
ラはシステム完成前に︑スポンサー
ギー問題から起こり︑エネルギーの
であった銀行家Ｊ・Ｐ・モルガンに
格差が貧富の差を生んでいます︒そ
よって抹殺されたのです︒
のエネルギーが無料で︑しかもク
リーン・かつ簡単に手に入るとなれ
ば︑戦争や飢えに苦しむ必要はあり
ません︒ところがテスラだけでなく︑

監督：フォスター・ギャンブル

防災対策として利用可能な水の浄化
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現場訪問の際は感電や落
下︑自身の不安全行動に注
意しながら仕上がり具合や
下地の状況を確認し︑お客
様と直接コミュニケーショ
ンをおこない︑どのような

東京都港区浜松町１-２-５

スライヴ（THRIVE）
０円 税
(込 か
) らと︑
一般家庭でも購入しや
すく︑しかも︑そのま
ま飲用できるのが嬉し
いですね︒
殺菌剤﹁ＡＱ ＵＡ
ＱＵ ア
( クアク ﹂
)と
の併用で飲料水への水
質浄化ができるのが株
式会社クラスターの
﹁ウォーターリサイク
リーン﹂
︒お試しセッ
トは１５００円 税
(
込 ︒)湿気に弱い面や
二剤使用という難点が
あるものの気になる製
品です︒
コカ・コーラ社が販
売して話題になってい
るものとして︑やや大
型ですが︑セグウェイ
の開発者で知られる発
明家ディーン・ケーメ
ン氏による 夢“ の
”浄
水装置﹁スリング
ショット﹂
︒こちらは
海水や廃水を含むどん
な水も真水に浄化で
き︑しかもコストが１
ガロン︵約３８Ｌ︶あ
たり︑わずか１セント
という画期的な製
品︒コカ・コーラ社で
は︑水が汚い地域でも︑
この浄水器で浄化され
た水を使ってコカ・
コーラが販
売できるようになると
いう長期のビジネスス
キームをもくろんでい
るそうです︒

東京支店

P
&
G

アフリカなどでも活
躍している浄水装置
や浄化剤などをご紹
介したいと思いま
す︒金額的にも手が
届きやすいものが多
いため︑会社で購入
検討されても良いか
もしれません︒
１つめは︑ヤマハ
発動機が手がける小
型浄水装置﹁ヤマハ
クリーンォーターシ
ステム﹂
︒緩速ろ過
という方法を用いた
幅５ｍ ×
奥行８ｍ
高さ４ｍ ほどの
×
コンパクトな浄水装
置︒自然界における
水浄化の仕組みを応
用し︑丸一日かけて
川や沼の表流水を生
活水に浄化するそう
です︒
次は︑日本ポリグ
ル株式会社の移動式
簡易浄水装置﹁エコ
ポリグル君﹂
︒元々
ポリグルでは︑納豆
のネバネバ成分﹁ポ
リグルタミン酸﹂を
原料に水質浄化剤ポ
リグルレスキュー﹂
を開発してきたこと
から︑装置の開発に
も成功したようで
す︒
同社の水質浄化剤
﹁ポリグルレス
キュー﹂の場合は︑
容量に応じて１３０

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。
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木梨 泰光
技術部
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