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                            [ 目地棒仕様 ]

　　　　　　　　　　　　　　　　施  工  仕  様  書

　　　　　ア ド グ ラ マ ハ ール

　　　　　　　　　　　　　　　　            　感  性  意  匠 塗  材



　　　2-1.　素地の種類によっては、プライマーを必要とします。溶剤形と水性があります。

　　　2-2.　目地材（下塗材）の使用　（目地作成及び主材の作業性向上のため、専用目地材を使用します。）

　　　2-3.　主材は、こて塗りです。

　　　2-4.　仕上材（トップコート）は、水性シリコーンクリヤーを標準とします。

荷　　　姿

【1】 プライマー 　16ｋｇ、金属缶

【2】 目地材（下塗材） 　20ｋｇ、金属缶

【3】 主材 　20ｋｇ、金属缶

【4】 仕上材 　16ｋｇ、金属缶

【5】 目地棒   1m/200本

　　　4-1.　コンクリート、モルタル、ＡＬＣ板、ブロック、フレキボードなど各種セメント系素地の美装と保護。

　　　4-2.　磁器タイル剥落防止工事下地の美装。

　　　4-3.　各種金属素地及びプラスチック素地の美装。（適切なプライマーを必要とします。）

　　　4-4.　各種サイデイングボードの塗り替え

　　*　ステンレスこて　各種

　　*　ウールローラー　各種

　　*　主材攪拌用専用マーゼル　（　東芝ＢＭＶ-150Ａなど特殊羽根の低回転のもの　）

　　　　　　主材を、通常の羽根及び高速回転で攪拌すると、模様材が壊れ、正規の模様になりません。

　　　　　　出来るだけ短時間で、均一に混ぜててください。アクの出ない木の棒による手混ぜが最良です。

　　*　マーゼル　 ………　目地材（下塗材）の攪拌

　　*　オービタルサンダー及び＃40布ペーパー　　………　主材表面の研磨及び目地調整

　　*　エアーブロー用具　一式　　………　　コンプレッサー及び左官刷毛など。研磨のほこりを除去します。

　　*　墨だし用具　一式

　　*　安全保護具　　………　ヘルメット、安全ベルト．手袋、保護メガネ、マスク　など

　　*　養生用具、その他

　 *　吹き付け作業で塗布する場合の使用器具

　　　 　①　スプレーガン　　  　………　　目地材塗布用　（　口径　4～6ｍｍ　リシンガン　）

　　 　　②　主材専用ガン　 　……… 　 口径　6～10ｍｍ（　イワタ　ＭＧ－6Ｃ　リスタガンなど　）

　 　　　③　エアレス塗装機    ………　　仕上材塗布用　（　口径　0.2～0.4ｍｍ　）

　 　　　④　コンプレッサー　     ………　　1　馬力　以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

材　　料　　名

2.　仕様

3.　使用材料及び荷姿

1.　品名　　　　アドグラマハ-ル

　アドグラマハール  仕上材　（ 水性シリコーンクリヤー　）

　目地棒

　水性プライマー5Ｅ  又は プライマーＳX（溶剤形）

　アドグラマハール　主材

　アドグラマハール　目地材

5.　使用器具

4.　用途

　　　　　　　　　　ア ド グ ラ マ ハ - ル

　　　　　　　　　　　　　　　　　施　工　仕　様　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　感  性  意  匠  塗  材



                          ｰ  1  -

材　　料　　名 容　量 施　工　面　積

プライマー 16ｋｇ 　100　～　133　㎡／缶

アドグラマハール　目地材 20ｋｇ 　  20　～　33　 ㎡／缶

アドグラマハール　主材 20ｋｇ 　    4　～　5  　㎡／缶

水性シリコーンクリヤー 16ｋｇ 　  57　～　66 　㎡／缶

目地棒

　　　7-1.　ＲＣの場合の素地の乾燥は、夏期２週間以上、冬期３週間以上とする。

　　　7-2.　ＲＣ素地の乾燥の目安は、ＰＨ10以下、含水率８％以下です。

　　　7-3.　施工時の気象条件

　　　　　　*　気温５℃以上、湿度８５％以下、風速５ｍ以下とし、降雨，降雪下では施工しない。

　　　　　　*　気温５℃以下では採暖が必要です。

　　　　　　*　素地の表面温度が４０℃以上では施工しない。

　　　　　　*　この仕様書に表記する所要乾燥時間は、気温２３℃、湿度60％での目安です。

　　　8-1.　ＲＣの場合の素地の調整は、樹脂入りモルタルやセメント系フィラーで　平滑にする。

　　　8-2.　ＲＣ素地のエフロは、ワイヤーブラシまたは高圧洗浄などにより、除去する。

　　　8-3.　ＲＣ素地に、万一鉄筋などが露出している場合は、周囲のハツリ、鉄筋の切断を行い、適宜

　　　　　　 錆止め処理をし、樹脂モルタルで埋め戻し平滑にする。

　　　8-4.　いづれの素地の場合も、離型剤、脂分、泥など付着性能に障害となる物は除去する。

　　　8-5.　素地の種類によっては、適切なプライマーを必要とします。

　　　8-6.　樹脂入りモルタルやセメント系フィラーの骨材に吸水性の高い軽量骨材や、耐溶剤性の悪い発砲
　　　　　   スチロ－ルなどの骨材の混入は、お勧め出来ません。

　　　8-7.　素地の面の平滑さが、アドグラマハールの仕上がり面の均一さのポイントです。

　　　9-1.　主材が乾燥した後のオービタルサンダーによる研磨では、アドグラマハールの面の平滑さを確保する

　　　　　　 ことはできません。主材のコテ塗りの際、　目地割り毎の　面　を確保してください。

　　　9-2.　高温、晴天時の主材表面の乾きは速いので、コテを水でぬらしながらなどの工夫が必要です。

　 　10-1.　目地材は、目地部だけでなく全面に均一に塗布してください。主材の吸い込みムラの防止を

　 　　 　　　助けます。平らに又厚めに塗ることが、中塗り以後の作業をし易くします。コテ塗りが標準です。

 　　10-2.　主材の研磨は、主材面の骨材のざらつきを取ることが目的です。

　　 　　　　 部分的な研磨のし過ぎは、つやムラ　の原因になります。

　 　10-3.　仕上材（トップコート）は、無希釈で、所要量を２回に分けて塗布。ローラーむらや垂れムラを作ら

　　　 　　　 ないよう、２回とも丁寧に均一に塗布してください。２回目は１回目の乾燥後の塗布です。

　 　10-4.　目地をすっきりさせるため、目地際を布ペーパーで軽く研磨　してください。

 　　10-5.　シーリング材は、変成シリコーン（２液又は1液） 又はアクリルウレタン（2液）型の ノンブリード形を

　　　 　0.24　～　0.28　ｋｇ／㎡

*　プライマーの種類と素地の関係については、都度ご相談ください。

　　　　0.12　～　0.16　ｋｇ／㎡

　　  　　0.6　～　1.0　  ｋｇ／㎡

7.　施工条件

6.　標準塗布量及び施工面積

　　　　目地割りの大きさによる

所　　要　　量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所要量は希釈前の数値です。　　　　　　　　　　所要量は希釈前の数値です

　　　  　4.0  ～　5.0  　ｋｇ／㎡

8.　素地調整

9.　主材塗布のポイント

10.　その他の施工上のポイント



               お勧めします。
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工　　　程 注　意　事　項

1. 下地点検  降雨後は乾燥を十分行う

2. 材料確認  材料の保管は、室内

3. 器具の点検、確認  主材専用マーゼル

 コテはステンレス製

4. 養生

5. 目地材塗布  乾燥時間：　4時間以上

 目地材の乾燥は、十分に

6. 墨出し、墨打ち  割りのバランスに留意

7. 目地棒貼り  目地巾は取り決め通り

8. 主材塗り　  若干の水で、粘度調整

 専用マーゼルで軽く攪拌

 乾燥時間：　8時間以上

9. サンデイング （1） 主材の乾燥確認後、オービタルサンダーで、  研磨紙の粗さ：　＃40

　　 主材表面の骨材のざらつきを研磨する  主材が十分乾燥してから

（2） 部分的な、研磨のし過ぎにならないように

10. 目地棒除去　

11. 目地部調整  研磨紙の粗さ：　＃40

12. クリーニング  スプレーガンのエア芯活用

13. トップコート塗布  目地底の塗布に留意

 乾燥時間：　4時間以上

14. 養生除去  仕上がりを点検しながら

（2） 主材の欠損がある場合は、補修する

（2） 使用器具の機能を確認する

施　工　　の　　要　点

（1） 素地調整が完了していることを確認する

（1） 使用材料の品名、数量、色番などを確認する

11.　施工要領

（1） 主材をコテで全面に塗布する。２回塗りが基本です

（2)  プライマーを塗布する場合は、プライマー乾燥後

（1） 使用器具の有無を確認する

（1） 必要に応じて、飛散防止養生を行う

（1） 塗布方法により粘度を調整し（水）.均一に塗布する

　　  一色仕上げと二色仕上げがあります

（1） あらかじめ協議して決めた目地割りに添って行う

（1） 墨に対して、貼る位置を統一して貼る

　　  専用の目地棒を使用する

（1） 水性シリコーンクリヤーを、全面に均一に塗布する

（2） 無希釈で、所定量を２回に分けて塗る

　　　１回目…2～2.5ｋｇ/㎡、２回目…2～2.5kg/㎡

（1） 養生を除去する

（1） 塗布面全面のほこりをエアーブローまたは左官刷毛で

　　 丁寧に除く。  ほこリが残ると、仕上リに、濁リが出ます

　 　 模様の流れの方向に注意が必要です

（3） 研磨紙の交換は、およそ10㎡以下ごとに行う

　　 仕上がり面の、つやムラの防止に寄与します

（1） 目地際にペーパーをあて、目地をすっきりさせる

　　 目地際の主材を壊さないように

（1） 主材が乾燥した後に、目地棒を除去する



ー　3　ー 以上
                         




