
防水塗料メーカーの老舗「タケシール」の竹林化学工業株式会社からのご提案

施工前

安全 丈夫簡単 安心

屋上・ベランダの防水にチャレンジ屋上・ベ ンダ屋上・ベランダランンンラン



デッキブラシ等を使用し、ゴミ

汚れ等を十分に洗浄除去します。

油分がある場合は、洗剤を使い

除去してください。

塗料が他の箇所に付かない様、

マスキングテープ等を貼り付

け養生します。

ローラー、刷毛等を使用し均一

に塗布します。塗りにくい箇所

を刷毛等で先に塗り、広い面は

ローラー等で塗布します。

再度、ローラー、刷毛にて塗り

残しのない様に塗布します。

塗り上がりの目安は、少し艶の

ある濡れ色の状態となります。

不足の場合は、再度塗布してく

ださい。

ローラー、ラスター刷毛を使用

し塗布します。塗りにくい箇所

をラスター刷毛等で先に塗り、

広い箇所はローラーで塗り拡げ

ます。入隅部分などでは液溜り

ができないように規定量を均一

に塗布してください。

再度、ローラー、ラスター刷毛

にて塗り残しの無い様に塗布し

ます。

ローラー、刷毛等にて液溜まり

ができない様、均一に塗布しま

す。

晴天で約２日以上乾燥させます

①洗浄

②養生

使用材料　マスキングテープ等

③プライマー１回目

材料　　タケシールＡＱモルタルプライマー

用具　　水性刷毛・ローラー

使用量　０．２ｋｇ／㎡

作業間隔　１～２時間以上

④プライマー２回目

材料　　タケシールＡＱモルタルプライマー

用具　　水性刷毛・ローラー

使用量　０．２ｋｇ／㎡

作業間隔　２時間以上

⑤防水材　１回目

⑦トップコート

材料　　タケシールＡＱ防水ＴｙｐｅＳ

用具　　ラスター刷毛・ローラー

使用量　０．８ｋｇ／㎡

作業間隔　３～４時間以上

⑥防水材　２回目

材料　　タケシールＡＱ防水ＴｙｐｅＳ

用具　　ラスター刷毛・ローラー

使用量　０．８ｋｇ／㎡

作業間隔　３～４時間以上

材料　　タケシールＡＱトップ

用具　　水性刷毛・短毛ローラー

使用量　０．１～０．１２ｋｇ／㎡

作業間隔　３～４時間以上

Ａｆｔｅｒ

安全

安心

丈夫

簡単
すべての材料が水性ですので、火気を使用する事なく安全に作業ができます。

オール１液タイプの防水塗料です。機械を使った撹拌が必要なく、硬化不良の心配はありません。
ローラー、刷毛で簡単に塗布する事ができます。

タケシールＡＱ防水材シリーズは、生活環境・作業環境に配慮した環境対応型水性防水材です。

溶剤による不快な臭いはありません。

強靭で柔軟な防水塗膜を形成、建物の動きにも追従し大切なお住まいを漏水からお守りします。

作業手順一例

Ｂｅｆｏｒｅ

施工例図
⑦トップコート

⑥防水材　２回目

⑤防水材　１回目

④プライマー ２回目

③プライマー １回目

②養生

①洗浄
※立ち上がり部分も平場と同仕様

　となります。

使用材料

温度（℃）

時間（ｈ）

１０ ２０ ３０

２～３ １～２ ０．５～１

規格 １缶あたりの塗布可能面積

４ｋｇ
１５ｋｇ

１ｋｇ ２．５㎡

１０㎡

３７．５㎡

用途
ベランダ・ルーフバルコニー

・小面積屋上・庇などへの

　　　    防　　水

※既存下地に目地がある場合や、割れが激しい場合は補強クロスを

　併用した工法となる場合があります。

　詳しくは、お問合せください。

プライマー　　タケシールＡＱモルタルプライマー

荷姿　１ｋｇ・４ｋｇ・１５ｋｇ
用途　ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ下地用下塗り材
成分　水溶性ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ樹脂

特徴　・溶剤型のウレタンプライマーと同等以上
の浸透、接着力を発揮します。
・１液型のため機械撹拌は不要です。

（ｶﾁｵﾝﾀｲﾌﾟ）

・不快な溶剤臭も無くご利用頂けます。

標準塗布量　　０．４ｋｇ／㎡（２回に分けて塗布）
標準乾燥時間

※上記記載時間は、あくまでも目安となります。

施工可能面積

２０ ３０

　２～３

温度（℃）

時間（ｈ）

１０

４～６ ３～４

※上記記載時間は、あくまでも目安となります。
規格 １缶あたりの塗布可能面積

４ｋｇ

１６ｋｇ

２．５㎡
１０㎡

グレイ　　　グリーン

防水材　　タケシールＡＱ防水ＴｙｐｅＳ

荷姿　４ｋｇ・１６ｋｇ
用途　ベランダ・庇・小

面積屋上への防水
成分　水性アクリルゴム系

特徴　・早い塗膜乾燥性を持ち強靭な防水層を形
成します。

・１液型のため機械撹拌が不要です。
・水性ですので、用具の手入れも簡単です。
・不快な溶剤臭もありません。

標準色　

標準塗布量　　１．６ｋｇ／㎡ (２回に分けて塗布 )
標準乾燥時間

施工可能面積
温度（℃）

時間（ｈ）

２０ ３０

３～４ 　２～３
※上記記載時間は、あくまでも目安となります。
※塗り重ねを行う場合は、12 時間以上養生してください。

規格 １缶あたりの塗布可能面積

３ｋｇ

１６ｋｇ

０．８ｋｇ

８ｋｇ

６．６～８㎡
２５～３０㎡

６６．６～８０㎡
１３３～１６０㎡

※上記記載面積は、防水保護美装を行った場合です。

グレイ
準標準色（受注生産品）

グリーン ﾀﾞｰｸ・ｸﾞﾘｰﾝ

トップコート　　タケシールＡＱトップ

荷姿　０．８ｋｇ・３ｋｇ・
８ｋｇ・１６ｋｇ

用途　防水層の保護美装、
ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面の防塵美装

成分　水系ｳﾚﾀﾝ変性ｱｸﾘﾙ樹脂
特徴　・１液のため撹拌不足による硬化不良の心配はありま

・丈夫な塗膜は、歩行される場所にも適しています。
せん。

・指触乾燥が早いため、乾燥途中の埃などが付着しに
くくなっています。

・キズが付きにくく、強靭な塗膜を形成します。
・不快な溶剤臭も無く安全にご利用頂けます。

標準色

標準塗布量　
防水層の保護美装　　　　   ０．１～０．１２ｋｇ／㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面の防塵美装　０．２ｋｇ／㎡ (２回に分けて塗布 )
標準乾燥時間

施工可能面積

プライマー　　タケシール

荷姿　荷姿　
用途　
成分　

荷姿　
用途　
成分　

イマー

５ｋｇ
塗り材

防水材　　タケシ　タケシールＡＱ防水Ｔｙ防水材　　タケシ

塗り材
特徴　

塗り材

４ｋｇ
ベラン
面積屋
水性ア

特徴　・早い塗膜乾燥性を持ち強

荷姿　
用途　

成分　

特徴　・早い塗膜乾燥性を

トップコート　　

荷姿　

特徴　・１液のた

用途　

成分　

用途　

成分　



温度（℃）

時間（ｈ）

１０ ２０ ３０

２～３ １～２ ０．５～１
※上記記載時間は、あくまでも目安となります。

規格 １缶あたりの塗布可能面積

４ｋｇ

１５ｋｇ

１ｋｇ ２．５㎡

１０㎡

３７．５㎡

タケシールＡＱモルタルプライマー

プライマー トップコート　防 水 材

タケシールＡＱ防水 TypeＳ

２０ ３０

　２～３

温度（℃）

時間（ｈ）

１０

４～６ ３～４
※上記記載時間は、あくまでも目安となります。

規格 １缶あたりの塗布可能面積

４ｋｇ

１６ｋｇ

２．５㎡
１０㎡

温度（℃）

時間（ｈ）

２０ ３０

３～４ 　２～３
※上記記載時間は、あくまでも目安となります。
※塗り重ねを行う場合は、12 時間以上養生してください。

規格 １缶あたりの塗布可能面積

３ｋｇ

１６ｋｇ

０．８ｋｇ

８ｋｇ

６．６～８㎡
２５～３０㎡

６６．６～８０㎡
１３３～１６０㎡

※上記記載面積は、防水保護美装を行った場合です。

タケシールＡＱトップ

・水勾配は、指定の勾配となっていることを確認くださ。（１／１００～１／５０以上）不十分な場合は、事前に補修を行いください。
・下地は十分に乾燥させてください。洗浄後は、気温２０℃晴天で約２日以上お願いします。乾燥が不十分な場合、ピンホールや膨れの原因となります。

・手すり、配管等は強固に取り付けてあることを確認し、不十分な場合は補修してください。不必要な金物等はカット除去し、平滑な状態としてください。
・入隅はできる限り面取りを行ってください。( 直角にしておいた場合、躯体入隅に応力集中によりクラックが発生し、防水層に影響を及ぼす恐れがあるため）
出隅は通りよく面取りしてください。

・一度開封した材料は速やかに使い切りください。

・塗布量は規定量をまもりください。一度に厚塗りすると膜に亀裂が発生する可能性があります。厚みが必要な場合は、十分な乾燥養生を行った上で塗り重ね
してください。

・施工中、施工後５時間以内に降雨が予測される場合や、気温が１０℃以下となる場合は施工を避けてください。

・水が常時かかる場所や、水が溜まるところには塗布しないでください。

・用途以外の目的には使用しないでください。

・作業を行う前には、使用する材料のカタログ・安全データシート等資料を読み、十分に理解した上でご使用ください。

・塗料が十分に硬化したことを確認の上、次の工程に進んでください。特に日蔭がコーナー部分は、乾燥が遅くなるので十分に注意してください。

・作業を行う箇所は、風通しよくしてください。必要に応じ送風機等を使用してください。

・施工後、完全に硬化するまでは、上に物を落としたり、重たい荷物を置いたり引きずったりしないでください。

・下地にクラックがある場合は、事前にコーキング材等を使用し補修を行いください。また、防水層には補強クロスを併用してください。
・下地に欠損等がある場合は、適切な方法にて事前に補修を行いください。

・保管の際には、一定の場所を定め、凍結、直射日光を避け冷暗室にて保管してください。
・誤って眼に入った場合は、清水で１５分以上眼を洗浄した後、直ちにに医師の診断を受けてください。
・誤って飲み込んでしまった場合は、清水で口の中を洗うと同時に胃容物を吐き出し、直ちに医師の診断を受けてください。
・皮膚に付着した場合は、付着した箇所を清水で洗い流し、皮膚に傷み、違和感がある場合は医師の診断を受けてください。
・残った材料や空間の処分につきましては、お住まいの都道府県指定の処理業者に委託し処分してください。

・作業を行う際には、保護具（手袋、マスク、保護メガネ、長袖の服）を着用してください。

施工上の注意

お問合せ・ご用命は
製造元

大阪府東大阪市渋川町３丁目１－４３
◆本社・工場

TEL　０６－６７２１－６１６５
FAX　０６－６７２０－７３０８

URL　　http://www.takebayashi-ci.com

e-mail    info@takebayashi-ci.com

使用材料

品名

特徴　・溶剤型ウレタンプライマーと同等以上の浸透、接
着力を発揮します。
・１液型のため機械撹拌は不要です。
・用具のお手入れも簡単です。
・不快な溶剤臭は無くご利用頂けます。

成分　１液型水溶性アクリルエマルジョン樹脂 (ｶﾁｵﾝﾀｲﾌﾟ)

標準塗布量　０．４ｋｇ／㎡（２回に分けて塗布）

規格　１ｋｇﾎﾟﾘ・４ｋｇﾎﾟﾘ・１５ｋｇ缶
用途　モルタル・コンクリート下地面用下塗り材

標準乾燥時間

施工可能面積

品名

特徴　・早い塗膜乾燥性を持ち強靭な防水膜を形成します。
・１液型のため機械撹拌は不要です。
・水性ですので用具の手入れも簡単です。
・不快な溶剤臭も無く安心してご利用頂けます。

成分　１液型水性アクリルゴム系
規格　４ｋｇﾎﾟﾘ・１６ｋｇ缶
用途 ベランダ・ルーフバルコニー・屋上・庇 などへの防水
標準色 グレイ　　　グリーン

標準塗布量　１．６ｋｇ／㎡ (２回に分けて塗布）
標準乾燥時間

施工可能面積

品名

　　　・１液のため撹拌不足による硬化不良の心配はありません。
・丈夫で柔軟なため、歩行される場所にも適しています。
・指触乾燥が早いため、乾燥途中の埃などが付着しにくく
なっています。

・キズが付きにくく、強靭な塗膜を形成します。
・水性ですので用具お手入れも簡単です。
・不快な溶剤臭も無く安心してご利用頂けます。

特徴

成分　１液型水系ウレタン変性アクリルエマルジョン樹脂
規格　０．８ｋｇﾎﾟﾘ・３ｋｇﾎﾟﾘ・８ｋｇ缶・１６ｋｇ缶
用途　防水層の保護美装、ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面の防塵美装
標準色 グレイ 準標準色（受注生産品）

グリーン ﾀﾞｰｸ・ｸﾞﾘｰﾝ

標準塗布量
防水層の保護美装の場合　　　　  ０．１～０．１２ｋｇ／㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面の防塵美創の場合　０．２ｋｇ／㎡ (２回に分けて塗布 )
標準乾燥時間

施工可能面積

TEL　０５２－３６１－０２２４
FAX　０５２－３５３－５２３４


