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鮫島 均のこだわり自然素材

空気が違う空間

「ハイブリッド珪藻土＆桐」

カビに強く、空気が違う

珪藻土+漆喰+ほたて貝+バイオ

ハイブリッド珪藻土
−空気もインテリア−
メルシー・シリーズ
スーパー・メルシー/メルシー・ライト

バイオ

体感ショールームのご案内

「珪藻土塗り体験会」
随時開催中!!

壁・天井は全面珪藻土、床は桐で包まれたショールー
ムです。お互いが持つ機能と特性の相乗効果で「夏
涼しく、冬暖かい」理想的な空間が実現しました。
その機能や特性をお伝えするのに、インターネット
やカタログだけでは限界があります。直接目に触れ、
手で触って体感することではじめてお伝えできるこ
とがたくさんあります。
是非一度、ショールームで 理想の空間 を体感して
みて下さい。

ほたて貝

＋
＋ 珪藻土 ＋

漆喰

■時間：9：30〜18：00

お越しになる場合は、事前にご連絡下さい。
土・日・祝日のご予約も承ります。その場合は、
事前にご予約頂きますよう、
お願いいたします。

ほたて貝+珪藻土+漆喰+バイオ

最強の塗壁材コラボ
良いとこ取りの塗壁材
メルシー・シリーズ

珪藻土塗り体験会では、余った材料を利用してオブジェ作りができます。（要予約）
貝殻やガラス球、木片やタイルを塗りたての珪藻土に貼り付けて、素敵なオブジェを製作します。
小さなお子様の手形を取っておくと、成長したときの記念にもなりますね。

高温多湿の日本の気候には飽和せず調湿が出来、
アルカリ性でカビに強く、表面強度が強く、
体積が大きい
「ハイブリット珪藻土」
をお選び下さい。
塗り壁材と言っても、珪藻土・漆喰・ほたて貝・火山灰等いろいろな
塗り壁材が出ています。調湿性は、珪藻土が他のものよりも数倍優
れていますが表面強度が弱い。吸着性は、ほたて貝・火山灰が優れ
ていますが、放湿性が劣るので飽和しやくカビやすい。
表面の強度とアルカリ性は漆喰が優れているが、調湿性がほとん
どありません。それぞれに長所があり、欠点があります。

カタログ利用に際してのご注意とお願い

こららを組み合わせる事によって、それぞれの長所が合わさる事で

本カタログは、記載された情報の適用によって得られる、結果ならびに適合性について保証するものではありません。お客様におかれましては、個々の使用目的に応じて、製品の安
全性、適合性についてご確認下さいますよう、お願い致します。設計・施工にあたって、
より詳しい内容等については弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

短所が補われ最強の塗り壁材が誕生します。この三つの原料を組

■掲載商品について

■ご注文にあたって

珪藻土の調湿性に漆喰の表面強度とアルカリ性を加え、ほたて貝

●掲載商品は改良などの諸事情により、予告なく仕様の変更、価格の改定を行う場合がありますの
で、あらかじめご了承下さい。
●商品写真は印刷の関係上、実物の色とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

●ご注文の際は、必ず品名と品番をご指定下さい。
●製品の色など、あらかじめ実物サンプルにてご確認の上、
ご注文下さい。
●製品に関して、詳細及び不明な点などについてはお問合せ下さい。

の吸着性を加え、さらにバイオ効果を合わせてカビの発生を防ぐ

み合わせる事が今の住環境にはとても重要になります。

塗り壁材が誕生しました。
お部屋の湿度コントロールをし、嫌なにおいや体に害のあるＶＯＣ
を吸着し、表面強度が強く、
カビにも強い塗り壁材、そして1㎡の材
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料使用量が多いと体積が大きいので飽和しにくい塗り壁材となり
ます。

珪藻土+漆喰+ほたて貝+バイオ＝最強の塗り壁材
カビに強く空気が違う ハイブリッド珪藻土 メルシーシリーズ
・アルカリ性 ・機能が高い
（吸放湿量200g/㎡） ・体積が大きい
（1㎡あたり材料1.5kg使用）

メルシーライト
木ゴテランダムヘッドカット
参考カラー：ＨＳ-３

カビに強く、空気が違う
珪藻土+漆喰+ほたて貝+バイオ

ハイブリッド珪藻土
日本の風土や文化にあった珪藻土漆喰

メルシー・シリーズ
日本建築において古くから馴染みのある塗り壁、先人達が日本の気候風土を考えて作りだしました。
気密性がよくなり結露やカビ等の問題で、健康志向のますます高まる現代においてもその効果が改めてクローズア
ップされています。
ひとくちに塗り壁材と言っても、珪藻土・漆喰・ほたて貝・火山灰等いろいろな塗り壁材が出ています。
それぞれに長所があり、短所があります。珪藻土は調湿性能にとても優れていて、臭いの吸着性能にも優れ、静電気
がないので汚れません。
珪藻土だけでは昔の土壁と同じで中性なのでカビがとても生えやすい塗り壁となります。
漆喰はアルカリ性で表面強度が強く、かびにも一応強いのですが、湿度コントロールや匂いの吸着性能が劣り飽和
しやすく、飽和してしまうとアルカリ性でもカビが発生しやすいという欠点があります。
ほたて貝・火山灰等は吸着性は優れていますが、調湿性能が劣り、
カビが生えやすい塗り壁材となります。どれもこ
れも一長一短があります。
昔はどうしていたのでしょうか？
土壁を塗って土壁の調湿性能を利用して夏の蒸し暑さをしのいでいました。
ただ土壁だけだとカビやすかったので土壁の調湿を邪魔をしない漆喰を塗ることによって表面強度を強くし、アル
カリ性にすることでカビの発生を防いでいました。
漆喰だけでは調湿機能がほとんどなかったので土壁と合わせる事で漆喰は力を発揮していました。
それぞれの持っている長所を合わせる事で短所を補うことにより素晴らしい塗り壁材となりました。
現在の工法だと土壁を塗らないので、漆喰だけを塗っても土壁がなければ調湿性能はほとんどありません。珪藻土
は土壁と同等の調湿性能を持っているので、珪藻土と漆喰を組み合わせる事で昔の土壁の上に漆喰を塗ったと同じ
効果を得る事が出来ます。
さらに最近は家具等からＶＯＣ
（化学物質）
が出るので、珪藻土だけでなく漆喰だけでもなく
（ほたて貝・火山灰）
を合
わせる事で最強の塗り壁となり、VOCの吸着性能を高める効果が期待できます。
この三つの原料を組み合わせる事が今の住環境にはとても重要になります。
珪藻土の調湿性能に漆喰の表面強度とアルカリ性を加え、ほたて貝の吸着性能を加え、
さらにバイオ効果を合わせ
てカビの発生を防ぐ最強の塗り壁材が誕生しました。

珪藻土＋漆喰・ほたて貝+バイオ＝最強の塗り壁材「ハイブリッド珪藻土：メルシー・シリーズ」
カビに強く空気が違うハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」は、
アルカリ性で機能が高く
（吸放湿量200g/㎡』
）
体積が大きいので
（1㎡あたり材料1.5kg使用）
、
飽和しません！

カビに強く、空気が違う

ハイブリッド珪藻土

店舗・事務所

珪藻土+漆喰+ほたて貝+バイオ

のある暮らし

ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」は感性豊かなデザインを違和感なく仕上げることができ、光の柔らか
さや美しさまでも変化させる魅力的な建材です。
自然な風合いを自在に作ることができるため、和風・洋風どちらの部屋にも合います。
珪藻土が持つ調湿性や断熱性、遮音性、脱臭性など、数々の優れた機能に加え、土壁の持つ温かさと優しさ、
左官職人の作り出す面の美しさで、住空間をハイグレードに演出します。

人が集まる空間では臭いが気になるものです。
吸着性に優れたハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」で空気はいつもさわやか。そしてエアコンの効きもよくなるので光熱費の節約に
なります。

壁・天井

間接照明
廊下等は「もやっ」としやすいですが、ハイブリッド珪
藻土「メルシーシリーズ」の調湿効果で「からっ」とす
がすがしくなります。

水廻り

収納・寝室

水廻りや収納・寝室は、カビが生えやすかったり湿気がこもりやすかったりします。
ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」
でカビも生えず臭いもな
くすっきりした空間が実現します。

リビング・和室
家族が長くいるリビング等の空気はとても大切です。
空気が違うハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」で家族も健康になり笑顔も増えます。
湿度が安定するのでお肌にもとてもいいです。
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ハイブリッド珪藻土﹁メルシーシリーズ﹂

天井・壁自身の呼吸により︑あらゆる空間を快適に保ちます︒

住宅︑商業施設の空間プロデュース

ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」は、こんな場所、こんな方にお勧め！

【図書館】

【学

大切な書籍を湿気や黄ば
みなどから保護

校】

【福祉施設】

子供たちを有害な物質か
らしっかりガード

【店

マイナスイオン効果で安
らぎの空間

乾

乾

乾

乾

乾
ペット臭が気になる方
猫8匹でも臭いがありま
せん。

喘息やアトピー症状のあ
る方
出なくなった方います。

爽快感を高め、眠りを深
めたい方

舗】

【病

焼肉店では臭いが壁に付
着しない、防臭効果

院】

【ホテル・旅館】

薬などの病院特有の臭い
を吸収

マイナスイオン効果で安
眠・快眠

乾

乾燥肌の方
有害化学物質が気になる
湿度40〜70%安定する
方
ので肌にとてもいいです。 吸着機能で安心です。

タバコの悪臭対策
タバコのヤニや臭いが付
きません。

赤ちゃんや妊娠中の奥様
がいる

■湿気や臭いの気になるお部屋に

■店舗・商業施設に

リビング・子供部屋・寝室に

一般住宅だけでなく、珪藻土の機能は店舗や商業施設でも
お役に立っています。
また、土の風合いがデザイン性にも優れ、幅広く使われてい
ます。特に、荒らし仕上げの壁をライトアップすると何とも言
えない土の風合いが出て、
とてもロマンチックな雰囲気を
味わうことができます。

家族が長くいる場所には、安全な素材を使用したいもので
す。また、壁自身の呼吸により快適な空間に保ちます。ハイ
ブリッド珪藻土の持つ特性や全ての機能がお役に立ちます。

キッチン・天井に
七輪にも使用されている珪藻土は、火に強いので珪藻土の
耐火機能がお役に立ちます。

トイレ・玄関に
トイレなど、臭いの気になる場所に使用すると、吸着・脱臭の
効果があり、
ハイブリッド珪藻土の吸着機能がお役に立ちま
す。

北側の部屋・地下室・押入・クローゼットに

居酒屋（坪庭）

ジメジメして結露を起こしやすい場所にはハイブリッド珪藻
土の調湿機能がお役に立ちます。

店舗（和風ダイニング）

知的障害者施設（ダイニング）

老人ホーム
（浴室/天井）
トイレ

クローゼット/下駄箱

洗面所

ダイニングキッチン

老人ホーム
（エントランス）
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店舗（ワインセラー）

ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」の優れた特性と機能
暑いとき、寒いときにエアコンをすぐに使用して、直面する問題にその都度対処するといった「西洋医学の考え方」でなく、日本
古来の先人の知恵を使い、現代建築で悪くなった基を正すという意味で「東洋医学的な考え方」が出来る暮らし方をご提案い
たします。そして日本にあった伝統文化を後世に伝えながら、微力ですがこの美しい地球を子供たちに残す為のお手伝いが出
来ればと思っています。
特性と機能

一年を通して壁が呼吸をゆっくり繰り返し室内温度が安定します。

１

室内空間を人が快適と思える湿度(湿度40%〜70%)にしようとコントロールします。
結露を防ぐことによってカビやダニの発生を抑えられます。中性の塗り壁材で吸放湿機能が低い場合は塗り
壁材自体が飽和してカビが発生する場合があるので、
アルカリ性の吸放湿機能が高いメルシー・シリーズをお
勧めします。

ビニールクロスの室内

冬

ハイブリッド珪藻土の室内

天井温度10℃

22℃

天井温度22℃

壁温度
22℃

22℃

壁温度
10℃

体感温度が上がる
空気温度22℃/湿度30％

空気温度22℃/湿度50％

体感温度16℃

夏

体感温度24℃

天井温度36℃

天井温度28℃

壁温度
28℃

壁温度
36℃

28℃

28℃

体感温度が下がる
空気温度28℃/湿度70％

空気温度28℃/湿度50％

体感温度26℃

体感温度32℃

ビニールクロスや塗り壁材でも薄塗りで蓄熱出来ないものはエアコン等でお
部屋を暖めてお部屋の空気温度が22℃でも、天井・壁の表面温度が10℃だと
すると、体感温度はその中間の16℃になります。エアコンでこれだけ暖めても
寒く感じます。
ハイブリッド珪藻土を内装に施工すると、天井・壁の温度も室内空気を吸って蓄
熱し同じ22℃になろうとします。
体感温度も22℃となり、
とても暖かく感じます。
体積が大きいハイブリッド珪藻土なら蓄熱・保温効果もあるので一度暖めてし
まえばエアコンを消しても効果が長持ちします。
また湿度をハイブリッド珪藻土が放湿してくれるのでビニールクロスが湿度
30%でハイブリッド珪藻土が湿度50%だとするとさらに湿度によって2℃体
感温度が違います。
ビニールクロスや塗り壁材でも薄塗りで蓄熱出来ないものはエアコン等でお部
屋を冷やしてもお部屋の空気温度が28℃でも、天井・壁の表面温度が36℃だ
とすると、体感温度はその中間の32℃になります。エアコンでこれだけ冷やし
ても暑く感じます。
ハイブリッド珪藻土を内装に施工すると、天井・壁の温度も室内空気を吸って蓄
熱し同じ28℃になろうとします。体感温度も28℃となり、
とても涼しく感じます。
体積が大きいハイブリッド珪藻土なら保温効果もあるので一度冷やしてしまえ
ばエアコンを消しても効果が長持ちします。また湿度をハイブリッド珪藻土は吸
ってくれるのでビニールクロスが湿度70%でハイブリッド珪藻土が湿度50%
だとするとさらに湿度によって2℃体感温度が違います。

湿度︵％︶

■年間湿度調査グラフ
（ＥＭＭＡＸ調べ 2005年〜2008年 03月〜02月の平均）
壁、天井を珪藻土で施工された室内は、快適とされる湿度（40〜70％）
の範囲で安定した状態を保ちます。 屋外湿度 屋内湿度
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安定した湿度がお肌にやさしい
乾燥肌の方や、赤ちゃんの敏感肌には、
湿度が安定したきれいな空気がとても
やさしく感じます。1年を通して40〜
70％前後に調整してくれるので、自然
と肌につやがでて、化粧のノリも違いま
す。

夏

湿度が70％以上になると暑いからエアコン
をつけますが、
この使用回数が減ります。
除湿器の使用回数が少なくなります。
（又はい
らなくなります）

冬

湿度が40％以下になると、のどがカラカラに
なったり肌が乾燥するので加湿器を使います
が、
この使用回数が少なくなります。
（ 又は使
用しなくなります。）

ハイブリッド珪藻土の室内

ビニールクロスの室内

部屋干しでも洗濯物が一日で乾く
洗濯物を外に干したまま外出するのは
何か心配です。
でも部屋に干しておくと部屋がジメジメ
するし、生乾きの臭いも気になります。
ハイブリッド珪藻土の部屋は部屋干しし
ても一日で乾いてしまうくらいで、生乾
きの嫌な臭いも吸着してくれます。

ハイブリッド珪藻土の室内

ビニールクロスの室内

安定した湿度が鮮度を保つ
物がくさりにくく、カビにくいので、空気
が汚れにくく、いつもきれいな空気を吸
う事が出来ます。

ハイブリッド珪藻土の室内

ビニールクロスの室内

実験スタート 2008年1月

調湿効果＝省エネ効果

シュークリーム

青い線が室外の湿度です。室外の湿度は晴れれば低くなるし、雨が降ると高くなります。梅雨時から夏が高くなり、冬は
下がってきます。夏場は湿度が70%を超えると、暑いからエアコンをかけよう、冬場は湿度が40%を切ると喉や肌が乾
燥するので、加湿器を使おうというのが、珪藻土の空間（赤い線）
では、40％〜70%の間で湿度が安定しているので軽
減されます。またエアコンの効き具合がとてもよくなるのでエアコンをそれ程使わなくてもいい空間になります。ちなみ
に弊社事務所では、夏場のエアコンは29℃設定だと途中で寒くなって止めます。
インフルエンザ対策にも有効
インフルエンザのウィルスは、湿度が50％〜60％になるとほとんどいなくなると言われています。
湿度コントロールをするメルシー・シリーズはまさにインフルエンザ対策にもなります。
-9-

2013年6月現在

牛乳

パン

2013年6月現在

ウインナー

ハイブリッド珪藻土の室内とビニールクロスの室内に牛乳、
ロールパン、
シュークリーム、
ウインナーを入れて放置しました。
スタート時が新築時で、
パンをここで暮らす人達として置き換えてご覧下さい。
どうですか、あなたはどちらの空間に住みたいですか？
-10-

ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」の優れた特性と機能
特性と機能

２

特性と機能

３

お財布にやさしい空間

断熱性があるので、光熱費が節約出来ます。
夏涼しく、冬暖かく、春秋はすがすがしい空間を作ります。
珪藻土は、小さい孔がたくさんあいています。
無数の孔が空気層となって、断熱・保温効果や・吸放湿量の許容量が大きいので、湿度コントロール効果が得
られ、外気温に影響されにくい室内環境が生まれます。冷房・暖房をそれ程使用しなくても、生活出来るので
光熱費の節約につながります。

嫌な臭いや、危ない有害物を継続シャットアウトします。
エコ建材が多く出てきた最近は、昔ほどひどくはありませんが、それでも新築時の臭いや有害物質はまだま
だ出ています。
また、生活している間の生活臭や家具などからの有害物質も出てきます。
メルシーシリーズは、
タバコやペットの臭い(アンモニア等)などの家の中の生活臭や家具からのホルムアル
デヒド(揮発性有機化合物)等の有害物質を吸着・吸収します。
ホルムアルデヒド残存率（％）
【図-2】

■ホルムアルデヒド・アンモニア吸着性能試験

（注入量10ppmの場合）

120

スーパー

100

ライト

ハイブリッド珪藻土の空間は汚れにくく、
空気清浄機はほとんど必要なくなります。

ハイブリッド珪藻土の室内

ビニールクロスの室内

■光熱費節約・ＣＯ2削減
保温効果があるのでエアコンの使用回数が
減ります。
■工事代節約・ＣＯ2削減
汚れないから、
クロスを替える等のメンテナ
ンスにお金がかかりません。一度施工すれば、
湿度コントロールをずっとしてくれて臭いも
脱臭し、さらにきれいな空気を吸い続けられ
ます。お手入れも簡単なので長く住めば住む
ほど経済的です。
■電気代節約・ＣＯ2削減
機械ではないので電気を使いません。

80
60
40

約20分でゼロになります

20

Ａ

0

Ｂ

約40分でゼロになります
0

50

アンモニア残存率（％）

※試験法
1.テドラバックＡにガス
（ＮＨ3、
ＨＣＨＯ）
を濃度約10ppmに調整する。
2.試料を切れた目を入れたテドラバックＢに入れテープで封をする。
3.ＡからＢへガスを移し、その時刻を0分としてガス検知管を用いて濃度変
化を測定する。

120

（スーパー：注入量10ppm ライト：注入量9ppmの場合）
スーパー

100

４

ライト

80
60
40

特性と機能

100
時間（min）

40分でゼロになります

20

大切な家族・家の安全を守ります。

0

20

0

40

時間（min）60

臭いの吸着効果がさらに向上
ハイブリッド珪藻土の効果で脱臭力が向
上しました。吸って吐いてを一生繰り返
すので飽和する事がありません。
また、家具等から発生する化学物質も吸
着してくれます。
また、ハイブリッド珪藻土はＦ☆☆☆☆よ
り安全な告示対象外製品で、製品自体か
ら化学物質が出ることはありません。

ハイブリッド珪藻土の室内

ビニールクロスの室内

七輪にも使用されるように、珪藻土には耐火性があります。
万が一火災などで有害な煙や臭いが発生しやすいのは、
ビニールクロスが燃えるからで、
この結果人命や家
が危険にさらされる可能性があります。
メルシーシリーズは、有害物質を一切含まないので、火事でも壁・天井に施工していれば燃え上がらず、有害
物質も出しません。
■【耐火性と化学樹脂が入っているかの確認】珪藻土をバーナーで焼いてみる

他社珪藻土

嫌なタバコの臭いや、ヤニの付着を防ぐ

弊社珪藻土メルシー

部屋でタバコを吸っても、壁で臭いが脱
臭されるので、ほとんど気になりません。
ヤニの付着で汚れることもありません。
ハイブリッド珪藻土は、厚塗りなので飽
和しにくく効果がずっと長続きします。
「薄塗り」の材料は飽和しやすいので、逆
に臭いが放出されたり汚れたりする場合
があるので注意が必要です。

他社珪藻土は、成分中に合成樹脂エマルションが配合されているため、合成樹脂エマルションが焼け有害な煙や臭いが発生します。
一方メルシーは、合成樹脂エマルションを一切使用していないので、煙や臭いが発生することはありません。
合成樹脂エマルションが配合されている製品は珪藻土の機能が低下します。
機能性を追及するなら、
「メルシー・シリーズ」のように合成樹脂エマルションを一切使用していない自然素材がいいです。

ハイブリッド珪藻土の室内

化学物質の安全性の確認
主な塗り壁材の製品を300℃に加熱し、発生したガスをGC/MS(ガスクロマト質量分析計)で46物質を検査確認しました。
製品

メルシー

A製品

B製品

TOVC ※

61.4

119.0

169.0

※ TVOC（トータル VOC）揮発性有機化合物総量をトルエン換算した数値
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C製品

D製品

E製品

197.0

1700.0

2400.0 ※

空気中にも色々 VOC が存在するので
0 にはなりません。
当然少ない数値のほうが安全です。

※ E 製品は、
メルシーに比べ「40 倍危険」
ということです。
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ビニールクロスの室内

ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」の優れた特性と機能
特性と機能

5

６

８

静電気が発生しないので汚れません。

ビニールクロスとの違いは、静電気が発生
するかしないかです。静電気を発生するビ
ニールクロスは段々汚れてきますが、
メル
シー・シリーズは静電気を発生しないので、
乗っかったほこりは、はたきかブラシの柔ら
かい掃除機でお掃除すると元のきれいな
状態に戻ります。
塗り替えの必要がありません。
お醤油、
コーヒー等で出来たシミは霧吹き
で朝晩たっぷり水を掛ければ、4日間ぐら
いでシミが消えます。シミが消えない塗り
壁材は調湿機能がありません。

特性と機能

特性と機能

ハイブリッド珪藻土の室内

ビニールクロスの室内

壁に寄り掛かったり、水回りにも安心して使用出来ます。
表面強度の向上と経年劣化しないようにしました。
お城の石垣のような骨材のバランスと食品のりを配合することで、
自然素材にありがちな「手で触ると粉が付
く」
「ボロボロ落ちる」
「ジョイントのクラック」
といった弱点を克服しました。
経年劣化する石油を原料とする樹脂を使用せず、
自然のりと消石灰を配合し空気中の炭酸ガスと反応させ年
月と共に表面から硬くなるようにしました。

■表面強度の見分け方
ハイブリッド珪藻土「メルシーライト」

汚れないので、塗り替えの必要なし

汚れたり、剥がれたり・
・
・5〜10年で張り替え

ハイブリッド珪藻土「メルシーライト」に水を含ませこすっても、表面が柔ら
かくなって指にくっつくことはありません。

他社製品の珪藻土に水を含ませこすったところ、表面がたちまち柔らかく
なり、指にくっつきました。

中性の塗り壁材は、表面強度が弱かったりカビが発生したりします。
珪藻土と漆喰を混ぜ合わせたハイブリット効果として調湿性を維持しながらアルカリ性になり、
カビに強く、空気中の炭酸ガスと
反応するので年々表面から硬くなります。洗面所・
トイレ・地下室・お風呂場(天井)等に安心してお使い頂けます。

ジョイントクラックを発生しにくくしました。

珪藻土は良いんだけどジョイントのクラックがね・
・
・』
と、
ご心配をされている方が、多数いらっしゃると思います。
確かに、粒子の細かい粉だけの製品は特にクラックが発生しやすくなって
います。
そんな経験から、珪藻土は割れるのは仕方ないとあきらめていませんか？
メルシーシリーズは、
このような欠点を補うために珪藻土の骨材をお城の
石垣のように配合して、
クラックの発生を出にくくしています。大きさの違
う骨材を入れることによって、強度を増しています。(下地が悪い・パテ剤が
違う・ビス止めが悪い等の場合は入る場合があります。)仮に発生した場合
は、ふるった乾いた粉をクラックの上からこすり付ければ、補修出来ます。
入隅に、たまに髪の毛位のクラックが入る場合がありますが、乾燥してから
爪や突角のコテで軽くクラックの上を削ると、補修が簡単に出来ます。

他社塗り壁材（溶ける製品は中性が多い）

特性と機能

９

驚異の調湿機能

実験開始前
2つのアクリルBOXを用意して、
それぞれをハイブリッド珪藻土と
ビニールクロスのお部屋という
設定をしました。
室内の湿度はともに49％に設
定し実験を開始しました。

こんなに違う調湿性
天井面、壁2面に、ハイブリッド珪藻土とビニールク
ロスにして、その中に熱湯を入れたカップを置き、湯
気を出し調湿するかしないかの実験をしました。
実験開始後、5〜10分後にはその差が歴然という結
お城の石垣は、大きさの違う石を組み合わせて丈夫に作られています。
この先人の知恵を使って、
メルシーシリーズはジョイントのクラックを出にくく
しています。

果となりました。
ハイブリッド珪藻土の方は、全く結露していません。

ハイブリッド珪藻土

ビニールクロス

熱湯からの湯気の出るスピードがハイブリッド珪藻

特性と機能

７

土が吸うスピードより早い時は湿度が一旦は上昇し

自分でも塗れます。

実験から10分経過

ますが、ゆっくり吸っているのである一定のところか

せっこうボードであれば、
ジョイント処理後直接塗れるので、
ご自身でも、簡単に塗ることが出来ます。
合成樹脂エマルションをまったく使用していないので、変なベタつきがありません。パターンも付けやすく、
コ
テを持ったことがない方でも、楽々塗ることが出来ます。

ら下げていきます。

ハイブリッド珪藻土の方は、湿度
49％から85％に上昇しました
がその後60％で安定しました。
アクリルボックスは曇っていませ
ん。
ビニールクロスの方は、湿度99
％まで一気に上昇し、
アクリルボ
ックス全体を曇らせ飽和状態と
なりました。
これが結露となるのです。

この室内環境では、一瞬やや蒸し暑さを感じますが、
湿度が下がっていくとエアコンを付ける必要がなく、
省エネになります。
ビニールクロスは、結露して真っ白になって、湿度も
99%迄上昇しました。この結露が発生すると、
カビ
も繁殖しやすくなります。
またこの室内環境ではエアコン無しで生活すること
は出来ないので、光熱費が上昇します。
湿度が10％違うと体感温度が１℃違い、空間での体

おはじきの埋め込み

ワラのふきつけ

鎌倉の和菓子屋
（3代目）
ＴＢＳジャスト「お助け隊」
より
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ＴＢＳジャスト「お助け隊」
より

記念の手形

感温度は4℃も違います。
また、結露が発生するとカビも発生しやすくなります。

ハイブリッド珪藻土
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ビニールクロス

よくある質問
「調湿する塗り壁材」が、カビる事があるって本当ですか？

漆喰はほとんど調湿しないって本当ですか？

本当です！
！

本当です！
！

珪藻土も漆喰も自然素材なのでそういう意味ではどちらもいい製品です。

施工後1〜3年位経つとお部屋の湿気を塗り壁が吸って吐き出せない塗り壁材はそのまま湿気を溜め込み飽和してカビが発生してきます。
吸放湿機能が高くても中性の塗り壁材はカビます。またアルカリ性でも吸放湿機能が低いとカビます。アルカリ性で吸放湿機能が高くても薄塗り材だと飽和
しやすいのでカビます。アルカリ性で吸放湿機能が高く体積の大きいハイブリッド珪藻土ならカビに強いので安心です。

ただ調湿性を求めるなら漆喰を塗ってもほとんど調湿しないので効果はありません。
昔は土壁の上に漆喰を塗って、表面強度を上げ、
また土壁だけではカビやすかったのでアルカリ性の漆喰でカビ対策をしていました。
土壁が調湿するのを漆喰は妨げなかったのでこういう使われ方をしました。
現在でも土壁の上に漆喰を塗られるのであれば調湿の効果はありますが、今は石膏ボードの上に漆喰を塗りますが、石膏ボードはほとんど調湿しないのでそ

実際にカビた塗り壁材(斑点がカビです)

ハイブリッド珪藻土
「メルシーライト」

斑点のような模様がカビです。
「中性の塗り壁材」
「しっくい」
「アルカリ性でも吸放湿機能が低い塗り壁」
「機能が高くても薄塗り材」
等にカビは発生します。
こうならない為に、
よく調べて塗り壁材を塗って下さい。

アルカリ性。
吸放湿機能200ｇ/㎡
1㎡あたり材料使用量1.7ｋｇ

の上に漆喰を塗っても調湿の効果はほとんど得られません。
ハイブリッド珪藻土は、昔の土壁の10〜15cmの厚みで行われる調湿をたかだか2㎜で同じ調湿を行い、珪藻土だけでは弱かった表面強度とカビやすかった
欠点を漆喰をプラスする事で克服しました。空気中の炭酸ガスと反応させ表面強度をあげて、
アルカリ性にする事でカビの発生を防ぎ、体積が大きいので飽
和しにくく、
カビない塗り壁材ハイブリッド珪藻土「メルシーシリーズ」が完成しました。

アルカリ性、吸放湿機能が高い。
体積が大きい。
3つの要素が揃えばカビない。

全くカビが発生していない。

調湿効果もあり、
カビに強い塗壁だった。

調湿

A社珪藻土塗り壁材

カビだらけ。

10㎝前後

0.5〜1.0㎜

昔

土壁が調湿をしているのを妨げない
のが漆喰だったので表面強度とカビ
を防ぐ為に漆喰を土壁の上に塗って
いた。

調湿
漆喰

吸放湿機能が高くても、中性だ
とカビる。
吸放湿機能が高くても、体積が
小さいとカビる。

お湯を入れて結露させたアクリルＢＯＸ内に3つの異なるサンプルを置き、
カビ発生に違いがあるか検証。

昔

土壁

漆喰

成分や吸放湿機能が異なる塗り壁材のカビ発生実験

土壌

中性。
吸放湿機能高い。
1㎡あたり材料使用量1.2ｋｇ

調湿効果もあり、表面強度もあり、
カビに強い塗り壁となった。

昔

調湿

土壁+漆喰

調湿

土壁の調湿性と漆喰の表面強度、
アルカリ性なのでカビにも強い。
室内の湿度コントロールをしてカ
ビも生えにくかった。

現在

土壁と同じ機能
＋

B社火山灰塗り壁材

中性だと、吸放湿機能が高くても、体積が大きくてもカビます。
吸放湿機能が低いと、アルカリ性でも、体積が大きくてもカビます。
体積が小さいと、アルカリ性でも、吸放湿機能が高くてもカビます。

結果表

吸放湿量高い
体積大きい

吸放湿量低い
体積大きい

吸放湿量高い
体積小さい

アルカリ性

○ カビに強い

× カビに弱い

× カビに弱い

中性

× カビに弱い

× カビに弱い

× カビに弱い

製品名

１ アルカリ性を選ぶ。
アルカリ性はカビが嫌い、中性はカビが好みます。
どんなに機能が高くても中性だとカビが生えます。
アルカリ性でも吸放湿機能が低いとカビが生えます。
アルカリ性でも体積が小さいとカビが生えます。

２ 吸放湿機能が高い（150g〜250g/㎡）吸放湿量の
製品を選ぶ。(P19 Q2参照)

1 ㎡あたりの
材料使用量 (kg)

薄塗り材は容量が少なく飽和しやすいので、体積の大きい厚塗り材を
選びましょう。
1㎡あたりの材料使用量が1.5kg以上と多いものだと飽和しにくいの
でカビにくくなります。
また温度・湿度の調整や臭いの吸着性能も、体積の大きい厚塗り材の
方が効果が高いです。
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調湿

「この製品一つなら人体に影響がない少量のＶＯＣを出している製品なので安心です」
という証明なんですが、
ＶＯＣを出している事に変わりはありません。

スーパーメルシー

15.5

7.0

2.2

お部屋の中に、いくつのＦ☆☆☆☆の製品を使いますか？

メルシーライト

13.5

8.0

1.7

塗り壁Ａ

8.0

6.6

1.2

天井・壁・フローリング・家具・カーテン・これだけのものから少量でもＶＯＣが出たらお部屋の中はどうなるのでしょうか？

塗り壁B

3.6

3.3

1.1

塗り壁C

20.0

20.0

1.0

塗り壁D

10.0

10.0

1.0

①アルカリ性
②吸放湿量が、150ｇ〜250ｇ/㎡
③体積が大きい

どれがかけてもカビや
すくなるので３つの 条
件が揃った塗り壁を選
びましょう。

土壁と同じように珪藻土も調湿を行
います。
漆喰をプラスする事で、表面強度を
上げて、珪藻土だけではカビるとい
う欠点を漆喰のアルカリ性をプラス
することで克服し、体積が大きいの
で飽和しにくくなり、カビないハイブ
リッド珪藻土が完成しました。

ひと部屋にたくさん使われるのは心配です！
！

施工面積（㎡）

（1㎡あたりの材料使用量1.5ｋｇ以上

３ 体積が大きい製品を選ぶ。

調湿

調湿

袋の重さ
（ｋｇ）

吸放湿量が同じでも１㎡あたりの使用量が多い方が調湿・吸着等の機能はアップし、体積が
増すのでカビにくく吸着機能等の飽和もしにくくなります。

吸放湿量が150g以下だとカビやすく、250g/㎡以上あるものは、お
部屋に施工すると乾燥しすぎてしまう事があります。湿度調整にちょう
どよい、150g〜250g/㎡の製品が防カビにも人にも最適です。

2㎜

現在

×

F☆☆☆☆製品なら安心ですか？

1㎡あたりの材料使用量

塗り壁を選ぶポイント

×

今でも土壁の上に漆喰を塗れば調
湿性はあるが、ほとんど調湿しない。
石膏ボードの上に漆喰を塗ってもほ
とんど調湿しない。

メルシー

【結果】

現在

石膏ボード

カビが発生。

調湿

漆喰

お風呂場の中ぐらいの悪条件の実験をしてカビが生えるか生えないかの検証をしました。
これで生えなければ住宅のお部屋で生える事はありません。

×

×
石膏ボード

アルカリ性でも、吸放湿機能が
低いとカビる。
体積が大きくても、吸放湿機能
が低いとカビる。

珪藻土＋漆喰＋ほたて貝+バイオ
ハイブリッド珪藻土
『メルシーシリーズ』

漆喰の表面強度

調湿が期待できないし、
カビも発生しやすい。

アルカリ性。
吸放湿機能低い。
1㎡あたり材料使用量2.5ｋｇ

だからこのＦ☆☆☆☆の製品がお部屋の中にたくさん使われていたらトータルすると人体に影響を及ぼす事になる可能性があるので注意して下さい。

だからこそ、面積の多い天井・壁にはＦ☆☆☆☆の上をいく、
まったく何もＶＯＣを出さない告示対象外の建材を選ぶ事がとても重要なんです。
さらに言えば、
フローリングや家具から出るＶＯＣを天井・壁が吸着してくれればとても快適な空間となります。ハイブリッド珪藻土ならこれらのＶＯＣを吸着して
くれるので安心して暮らすことができます。
湿気を吸ってくれる製品でも、薄いものは体積が小さく飽和しやすいので注意して下さい。ここでも体積はとても重要なんです。

ハイブリッド珪藻土は安全ですか？

安全です！
！

Web上で珪藻土はドイツでは発がん性物質なので使用が禁止になったと出ていますが、
ハイブリッド珪藻土は安全なのでしょうか？
ドイツで珪藻土が使用禁止というWeb情報はまったくのデマです。
何故こんなうわさがたったかというと珪藻土を高温で焼成すると結晶性シリカになります。

【結論】ハイブリッド珪藻土

この結晶性シリカを原料加工工場等でずっと吸い続けると発癌する可能性があるという事です。この可能性は、太陽光、
タバコ、
アルコールと同じくらいの確

3つの条件が揃った塗り壁材を選びましょう。どれがかけてもカビやすくなります。

率です。

3つの条件 = ①アルカリ性/②吸放湿機能が高い/③体積が大きい。

また結晶性シリカは公園の砂にも含まれています。但し、弊社のように乾燥品を使用すれば非晶質シリカなので発がん性物質に分類出来ないことになります。

珪藻土 ＋

漆喰

＋

バイオ
+
＝
ほたて貝

それぞれの長所を
組み合わせるから
出来た結果です。

ハイブリッド珪藻土は乾燥品を使用しているので安全です。
2012年12月にドイツのハンブルグ、O様邸で弊社ハイブリッド珪藻土は施工されました。環境先進国のドイツでは、建築部材の輸入規制が厳しいヨーロッパ
の中でも税関チェックが厳しいのですが、ハイブリッド珪藻土の安全性が証明されドイツで施工されました。
-16-

お客様の声



ドイツ在住



O様（全室/天井・壁）

ドイツで日本初の施工。
結露が止まり、喘息が出なくなり、空気のきれい
さを実感。

川崎市

K様（全室/天井・壁）

我が家はリビングにエアコン1台だけなのですが、
これで十分快適に生活出来てます。
お肌の調子もよく、カビも生えません。



世田谷区

A様（洋室/天井・壁）

塗り壁にカビが生えたので珪藻土漆喰で塗り替え、
カビの発生がなくなりました。



結露が止まりとても快適空間でくらしています。
「壁と天井をクロスで覆われていたリ
ビングは、冬の時期には毎朝タオル三
本分にもなる程の結露に悩まされて
いました。
ハイブリッド珪藻土にしてからは全く
結露が出ず、冬でも部屋干しした洗濯
物が日中だけで乾いてしまう程で、珪
藻土の吸湿効果に驚いています。
また、フローリングも桐にしてからは
冬でも裸足で生活できるほど暖かく
て柔らかいので子供が一番喜んでい
ます。」

ある日自宅の塗り壁にカビを発見したAさん。その後、
どん
どん増えるカビにリフォームを検討したそうです。
国際結婚をしてドイツで生活するO夫人。ハイブリッド珪藻
土の施工を考えたのは日本に帰省していた時とのこと。

リフォームを検討する中でハイブリッド珪藻土に出会ったK
さんご家族。防音で検索していたら珪藻土が出てきたので
珪藻土で防音？ホントかな・
・
・と思っていましたが、
ショールー
ムが近かったので立ち寄ったら、
ショールームでの体感が大
きかったと語ってくれました。

以下はドイツ在住Oさんの体験談です。
「それまでひどかった喘息が、
日本の友人宅を訪れた際に症状が軽
減された気がしました。その時に教えてもらったのがハイブリッド珪
藻土でした。これはもしかしてハイブリッド珪藻土のお陰なのかなと
半信半疑でしたが、ドイツに戻り生活を始めたら、ぜんそくが発生
しました。
日本の友人にお願いして 私を救うと思ってハイブリッド珪藻土を塗
りに来て とお願いしました。

「ハイブリッド珪藻土は湿気や臭いを吸着する機能が高く、空気の
綺麗な空間になると教えてもらって、その場で調湿機能や食べ物
の実験を見せてもらいました。ハイブリッド珪藻土が施工されてい
るショールームは空気が澄んでいましたね。
実際に体感出来た事で安心して採用する事が出来ました。」

と語って頂きました。さらにリフォーム後は、
「冬場は結露がなくなり、夏はエアコンを使用しなくても蒸し暑さを
感じなくなりました。寝室にはエアコンがありませんが、扇風機で充
分眠れます。ハイブリッド珪藻土が1年を通して快適な湿度を保っ
ているとことを実感します。

日本のＷＥＢ上でドイツでは発がん性があるので珪藻土は使用禁
止となっていると書かれているものがあったのでホントに使用禁止
なのかと、ドイツ連邦建設技術研究所・
ドイツ連邦環境省・
ドイツ大
使館企業等にさんざん確認しましたが、建材・壁材として、珪藻土の
使用を禁止しているドイツ連邦の法規は存在しませんでした。

我が家は女性が多く、お肌の調子がいいのもうれしいですね。玄関
入った瞬間から空気の違いがわかります。
家族全員が、家に誰か居て外から誰かが帰ってくると、帰って来た
人のほこりっぽさを感じます。
また、お風呂を出てドアを開けっぱなしでも洗面所の鏡が曇らない
し、
キッチンの調理後の臭いも感じなくなりました。
鮫島社長の提案で寝室に洗濯物を干す為のワイヤーを取りつけて
もらったのですが、
これが大正解。
雨の日でも驚くほど早く乾いて、
カビや生乾きの嫌な臭いも感じま
せん。
花粉症や黄砂の時など外に干したくない時に大助かりでした。最近
はPM2.5なんていうのもあるので本当に助かっています。
適切な提案に感謝です。
それとびっくりしたのが、
ピアノの音なんですが、
とてもよくなりま
した。天井が高い所で弾いている感じ、
まるで教会で弾いているよ
うな錯覚をする位いい音が出るようになりました。
弾いていてとても気持ちがよくなり、
ついつい自分の世界に入って
しまいます。」

まったくのデマと言う事が分かりましたが、建築部材の輸入規制が
厳しいヨーロッパの中でも環境先進国のドイツでは税関チェックが
とても厳しいのですが、ハイブリッド珪藻土の安全性が認められて
無事に施工することができました。
施工してすぐに驚いたのが、以前は窓ガラスがビショビショになるく
らいひどかった結露がまったくなくなった事です。
そして今回一番期待していたぜんそくも、お陰様でほとんどでなく
なりました。
家にいると出ないのですが、職場に行くとたまにぜんそくが出ます。
職場の空気の汚さを実感する毎日です。
綺麗な空気の空間で毎日快適に生活しています。施工の際は日本
の職人さんと一緒に塗らせてもらいました。
ドイツでは珪藻土は使
用禁止なんてデマを流して使わなくしようとしているのはいい事で
はありませんが、
ここまで凄かったら他の製品にとっては脅威とな
ると思いました。
こんなに凄いと実感したので、
ドイツでこのハイブリッド珪藻土を広
めたいと思っています。」

と、笑っておられました。
「床も桐フローリング：コ―ジ―ウッドにしたので、素足で生活で出
来、冬はとてもあたたかく夏はサラサラで、
フローリングに直にお
尻を付けたり、そのまま寝転んだり出来るのでとてもリラックス出
来ます。
ハイブリッド珪藻土と桐フローリングの二つの相乗効果で、エアコ
ン等の節約が出来てとても満足しています。」

施工の際は自分たちでハイブリッド珪藻土を塗ったというO
さんご一家。幼い娘さんと一緒に手形や名前を入れるなど
して楽しく施工できたそうです。

と、話して下さいました。
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「最初にカビを発見したのは、施工から1年ほど経過した頃です。
その後もカビは増え続け、3年経過した頃には壁一面がカビだらけ
でした。
いろいろと調べていくうちに出会ったのがハイブリッド珪藻土です。
その時に知ったのですが、以前使用した珪藻土は中性でカビが発
生しやすいということでした。
ハイブリッド珪藻土に変えてから3年たちますが今ではカビの発生

日経新聞の特集記事で紹介されました。

も全く無くなり、快適に暮らしています。」



神奈川県

大田区 Ｓ様（リビング・ダイニング）



M様（リビング）

品川区 Ｋ様（トイレ・洗面所）

びっくりトイレの臭いがすぐになくなり大満足。
「バリアフリーリフォームをきっかけに
インターネットで珪藻土のことを知り、
とりあえず試しに狭い範囲のトイレと
洗面所にハイブリッド珪藻土を塗りま
した。
洗面所は風呂上りにも鏡が曇りませ
ん。また、
トイレは臭いがこもることが
なくなりました。
今ではトイレは我が家の一番落ち着く
場所になっています。」

猫8匹の臭いを感じない。
とても快適空間に大満足。

たくさんの猫ちゃんと共生するＭ様。ペットの臭いが気にな
ってお友達を招くのも遠慮していましたが、ハイブリッド珪
藻土にしてから臭いもなくなり喜んでいただきました。



「マンションで生活をしていますが、猫が大好きで拾ってきて住ませ
ていたら、気づいたら8匹も飼っていました。
昼間は仕事に出ているのでクロスの時は帰宅するとオシッコの臭
いが玄関を開けた瞬間に感じましたが、ハイブリッド珪藻土を塗っ
てから、
まったくオシッコの臭いが無くなりました。
来客があってもお部屋にまったく猫の臭いがないので8匹も猫が
いるというと驚かれます。
ハイブリッド珪藻土の壁にオシッコをかけられても、
シミがないので
どこにしたのか分からないくらいです。
よくみると巾木にオシッコの跡があるのでその付近に霧吹きで水
をかけるとアンモニアの臭いが出てきます。
これを何回か繰り返すとアンモニアの臭いも無くなります。
霧吹きで水をかけるだけなので以前と比べるととても楽になりまし
た。猫やオシッコの臭いが無いのは、
とてもストレスの解消になりま
した。
初めは半信半疑だっけど、勧められてハイブリッド珪藻土を使って
よかったです。」

目黒区 Ｈ様（洋室・クローゼット）

ジメジメ感がなくなり大満足。
「リフォームをする前は、毎朝クローゼ
ットからワイシャツを取り出して着ると
き、何となくヒンヤリした感じがしてい
ました。
たいして気にもしていなかったのです
が、
ハイブリッド珪藻土を塗ってからは、
ワイシャツ自体がカラッとしていて、
と
ても着心地が良くなったことに気が付
きました。
今までは、調湿剤を入れて湿気を取っ
てましたが、それも必要なくなりまし
た。これってエコですよね？
（笑）」

-18-

珪藻土Ｑ＆Ａ

Ｑ-３

どんな主原料を使用しているの？

■メルシーシリーズは成分表を公開しています。

お施主様、施工店様からよく寄せられる質問をＱ＆Ａ形式で
まとめました。予備知識としてご活用下さい。

ケナフ
（２％）

Ｑ-１

主原料はそれぞれに吸放湿機能が違います。主原料の吸放湿機能が高くないと
製品になっても効果がありません。主原料のデーターを確認することが大切です。
塗り壁材の主原料の中で機能が一番高いのが珪藻土です。その中でも『乾燥品』
『焼成品』
で機能差があります。
非昌質シリカが約1,000℃以上で焼成されると結晶性シリカに変化して全く吸放
湿機能を失う場合がありますので、
「乾燥珪藻土」をお勧めします。

バインダー
（食品のり・石灰）
９％

色土（４％）
光触媒（４％）

Ｑ-２

【表-2】

■吸放湿量（ｇ）

調湿材の機能(吸放湿量)って何？

200.0
150.0
100.0

133

125

95

90

85

50.0

18
珪藻土建材
︵８︶

珪藻土建材
︵７︶

珪藻土建材
︵６︶

珪藻土建材
︵５︶

珪藻土建材
︵４︶

珪藻土建材
︵３︶

珪藻土建材
︵２︶

珪藻土建材
︵１︶

メルシーライト

0.0

28
スーパーメルシー

吸放湿量とは1㎡あたりで何グラム湿気を吸放湿したかを
表した数字です。この数字が高ければ、高いほど湿度コント
ロールや匂いの吸着の許容範囲も大きくなります。
表-2より、各製品18g/㎡〜232g/㎡迄、約13倍もの機能
差があります。材料に水をかけて凄いでしょとデモンストレ
ーションを行っているところもありますが、吸水は凄いけど、
吸放湿量はどの位ですかと確認して下さい。
JIS規格（※）では、70g/㎡以上と定められています。これ
以下の吸放湿量では、調湿材とは呼べません。

140

203

本物の調湿材は湿度コントロールをしたり匂いを吸着したり
してくれます。
各製品がどの位（表-2）機能するかの判断の一つは、吸放湿
量で判断出来ます。

232

250.0

■吸放湿量の試験方法

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ
データーでの確認は、吸放湿量が150g/㎡以上あるかどうか確認し
ます。口頭での確認は、珪藻土を塗り終わってから｢どの位で乾燥する
か｣を聞いて下さい。天候で異なりますが、通常は2〜3日あれば乾燥
します。一概には言えませんが、一週間も10日も乾燥しないのは、自
分で吐き出せないと言うことです。又は、サンプルに霧吹きで10〜
20回水をかけて乾燥スピードを確認します。データー上で数字が出
ていても乾燥スピードが遅いものは、自分で吐けないと言う事です。

(単位％）

珪藻土
含有量

【表-4】

※ 有機系
固化剤

メルシーライト

0.0
0.0

珪藻土建材 A社

57.0

0.0

珪藻土建材 B社

40.0

4.3

珪藻土建材 C社

33.0

6.0

珪藻土建材 D社

30.0

3.0

珪藻土建材 E社

25.0

0.0

珪藻土建材 F社

22.0

1.0

珪藻土建材 G社

10.0

1.4

珪藻土建材 H社

6.0

3.0

スーパーメルシー

機能が高い主原料がたくさん入っている製品を選ぶ事が大
切です。原料の中で一番機能があるのが珪藻土ですが、珪
藻土の製品の中でも、6%〜60%以上と差があります。
(表4)メルシーシリーズは、60%以上の珪藻土をすべての
製品に配合しています。

※有機系固化剤=合成樹脂エマルション等

■合成樹脂配合の見分け方
合成樹脂エマルションが入っているか、いないかの一つの見分け方と
して、
サンプルを燃やしてみて下さい。
合成樹脂エマルションの入った商品をバーナーで燃やすと強烈な悪
臭と煙が出ます。自然のりを使用している場合はほとんど無臭で、煙
も出ません。

珪藻土自体の機能、珪藻土の量を確認したら、製品に使用しているのりを
確認します。
珪藻土は小さい孔がたくさん開いています。合成樹脂エマルション(化学
のり)を入れるとこの孔を塞いでしまいます。有機系固化剤が使用されてい
ない製品が最近は出ています。
せっかく珪藻土を塗られるなら、珪藻土の孔を潰す有機系固化剤の使用さ
れていない製品を選び、珪藻土建材の機能を存分に活用して下さい。

他社珪藻土

Ｑ-５

どんなのりを使用しているの？

食品のりから合成樹脂エマルションまで色々あります。
合成樹脂エマルションは、3％以上入ると珪藻土の小さい孔
をふさいでしまうと言われています。メルシーシリーズは、
合成樹脂エマルションは一切入れていません。食品のり
（コ
ーンスターチ等）
を入れ、骨材のバランスと消石灰で固めて
います。

※JIS A 6909:2003

D

67.0
60.0

製品の中に主原料はどの位入ってるの？

数％しか入っていない珪藻土入り建材では、機能する訳がありません。
珪藻土だけが、調湿材ではないので他の原料を使用している場合は、
その原料の機能がどの位あるか確認して下さい。
全ての調湿材を合わせて、せめて半分以上は調湿材でないと機能は
低いです。最近は、珪藻土量を容積率で提示されてる場合があります。
珪藻土は微粉末なので、容積率で言えば80%を超えて当たり前です。
弊社は、重量比で提示しています。(微粉末と粒状珪藻土を使用)

C

備長炭

商品名

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ
メルシー・ライト成分表

B

3.8 2.9

桐

貝灰（１０％）

珪藻土
６０％

A

火山灰

成分をある程度教えてくれる製品は安心出来ますが、企業秘密と言っ
て隠す製品は安心出来ません。
また、話を違う方向に持っていって的確な回答がない等も安心できる
製品ではありません。

0.0

2.7 2.5

ほたて貝

色土（４％）

骨材（１０％）

5.0

■珪藻土含有量＆有機系固化剤使用量

Ｑ-４

8.3

珪藻土

ケナフ
（２％）

10.0

10.0

珪藻土

バインダー
（食品のり・石灰・その他）
１４％

13.6

珪藻土

原料の機能が確認出来た次は、調湿材というからには製品の中にどの位の
調湿材の量が入っているのかを確認します。

14.8

15.0

「どんな原料を使用しているか」
「原料自体の機能が分からない」
「話を
はぐらかす」等は製品として安心できません。
原料自体が機能を持っていなければ、製品になった時に機能する訳が
無いからです。

スーパー・メルシー成分表

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

20.0

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

珪藻土
６７％

25.0

珪藻土

貝灰（１４％）

成分表でどんな原料を使っているか、確認する事が大切で
す。
アルカリ性はカビ強く、中性だといくら珪藻土といえどもカ
ビが発生しやすいです。
ハイブリッド珪藻土は消石灰を配合しているので、アルカリ
性でカビにも強い内装材です。
ハイブリッド珪藻土が他の塗り壁材と大きく違うのは、壁が
自律で呼吸(吐いて吸う)を繰り返しだいたい湿度が70%以
上になると吸い出して、40%以下になると吐き出してきま
す。人が快適と思える室内湿度40%〜70%にコントロー
ルしようと呼吸を繰り返します。この機能が長く発揮出来る
のか否かは、吸放湿量(g/㎡)で決まります。
（表-2）

25.0

ハイブリッド
珪藻土

製品はどんな原料を使って出来ているの？
また、アルカリ性か中性か？

【表-3】

■吸放湿機能比較

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

他社製品の珪藻土をバーナーで焼いてみると煙が出ました。これは珪
藻土に含まれる合成樹脂エマルションが燃えているからです。この煙
の臭いがとても臭く人体にも有害です。

ハイブリッド珪藻土
メルシー

霧吹きで水をかけてまったく吸わない製品は、合成樹脂エマルション
が入っている可能性があります。口頭で、
どんなのりを使用しているか
確認して、食品のりや自然のりであれば問題ありません。
サンプルをプラスチック製の板の上に置き直接風が当た
らないようにした。恒温恒湿槽を用いて、各試料を48時
間、温度23度・湿度45％の環境下に置き、重量(A)測定
する。温度23度に保ったまま、湿度を90％、45％と24
時間ごとに変化させる。

吸放湿量は高ければ高いほど機能はありますが、吸放湿量が250g/㎡以
上あるものをお部屋に塗ると過乾燥するので吸放湿量は150〜250g/㎡
が最適です。

-19

合成樹脂エマルションを使用している場合はF☆☆☆☆が必要になります。
それ以外を使っている場合は、告示対象外建材となります。
製品の成分や機能を確認出来たら、壁としてのもうひとつの機能である表
面強度を確認します。
いくら機能があっても、寄り掛かったり、手で触ったりしたらボロボロ落ちる
では、粉が舞い上がって体に良い訳ありません。また、水回りで水が付いて
こすったら溶けたでは安心して使用出来ません。
-20-

メルシーは有害な合成樹脂エマルションを一切使用していないので、
煙が出ることはありません。自然素材をそのまま使用していますの
で、万が一火災が発生しても煙が人命を危険にさらすようなことはあ
りません。

色見本＆仕様

Ｑ-６

Ｑ-8

合成樹脂エマルションを入れれば強度は増しますが、珪藻土
の小さい孔をふさいでしまいます。だからといってボロボロ
落ちるようでは困ります。自然素材はとかく手に付きやすい
と言われていますが、最近は自然のりでも強い商品があり
ます。サンプルにたっぷり水をかけてこすって見て下さい。
水に溶けるようでは水廻りに使用できないし、少しこすった
だけでボロボロ落ちるようでは身体によくありません。メル
シーシリーズは、食品のりと骨材のバランス、そして消石灰
で表面強度を高めています。消石灰は、昔から漆喰で使用
され空気中の炭酸ガスと反応して年々表面から硬くなって
いきますので、水廻りにも安心してお使い頂け、経年劣化も
心配ありません。

昔の左官材は、土だけで固めていたので下塗りをしてその
上に、仕上げ材をしていました。最近は、食品のりや自然のり
でも付着力が強いものが出ているので、せっこうボードに直
接塗れる様になりました。
メルシーシリーズは、せっこうボー
トであれば、
ジョイント処理後直接、壁・天井に施工する事が
出来ます。下塗りをしない分、施工費が安く出来ます。

表面の強度はあるの？

せっこうボードに直接施工出来ますか？

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

印刷のため、実際の色とは多少異なります。あらかじめご了承下さい。

■各パターン付けは、プロの方でも、個人の方で
も簡単に施工できます。

■色見本（カラーサンプル）
スーパーメルシー

入目

商品番号 KI

15.5㎏

施工面積

施工厚

約7.0〜8.0㎡

2.0㎜

KI-1 パステルホワイト

KI-2 パステルアイボリー

KI-3 パステルクリーム

KI-4 パステルイエロー

KI-5 パステルオレンジ

KI-6 パステルブラウン

ジョイント部

ボードのジョイント部分とビス
頭を専用のパテ材（ジョイント
処理材Ｊ-１）
で処理した後、
メル
シーを直接施工できます。

他社製品の珪藻土に水を含ませこ
すったところ、表面がたちまち柔ら
かくなり、指にくっつきました。

メルシーライト
商品番号 HS

ハケ引き

塗りっぱなし

ホウキ引き

ヘッドカット
（下敷き使用）

入目
13.5㎏

施工面積

木ゴテ引きずり

スタイロ引き
（縦）

施工厚

約8.0〜10.0㎡

1.5㎜

ビス頭

他社珪藻土
弊社珪藻土「メルシー」に水を含ま
せこすっても、表面が柔らかくなっ
て指にくっつくことはありません。

注）
よくあるのが、仕上げ材の材工価格だけ表示してあって、下塗りが必要
な場合があるというケースです。
注）
ビニールクロスに直接施工できる製品は、合成樹脂エマルションが入っ
ているので注意が必要です。

Ｑ-9

メルシー

仕上がりは、
ある程度平らにも施工出来ますか？

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ
上の写真のように霧吹きでたっぷり水をかけて下さい。その後指でこ
すります。
溶けるようでは、安心して使用出来ません。特に、溶けるものはのりだ
けでしか固めていないので、経年劣化が心配です。のりの他に、固化材
(消石灰・せっこう等)が入っているか確認して下さい。

Ｑ-７

■施工前にお読み下さい
HS-1 ペールホワイト

HS-2 ペールアイボリー

HS-3 ペールクリーム

HS-4 ペールイエロー

HS-5 ペールベージュ

HS-6 ペールオレンジ

品

しっくいと違うので、
ピタッと平らにはなりませんが、多少こ
てなみが残る位の仕上がりは出来ます。機能を考えれば、多
少凸凹に塗った方が表面積が増えるので効果は上がります。
合成樹脂エマルションの入った製品は、粘ってしまうので平
らに塗りづらくなっています。また、ローラー等で絡みやす
い製品は、粒子の細かい粉だけを使用しているのでクラック
が発生しやすくなっています。
骨材の大きさの違う粒が入っていると、
クラックが発生しに
くくなります。
メルシーシリーズは、珪藻土の粒を混入しクラ
ックを出にくくしました。

成分、機能、強度を確認出来たら、次は施工性です。最近は、せっこうボード
下地が大半を占めるようになっています。
せっこうボード下地であれば、直接塗れる製品を選べば施工手間も安くなり
ます。材料代より、施工手間の方が高いので、手間のかからない製品を選び
ましょう。

名

専用ジョイント処理材

入 目

施工面積

5.0㎏

30.0㎡

メルシーシリーズはせっこうボードの場合、
ジョイント
処理(J-1)後、直接施工する事が出来ます。
スーパーメルシーは施工厚2.0㎜で、
こてなみ仕上げ
で平らな面に施工した場合約7〜8㎡施工出来ます。
メルシーライトは施工厚1.5㎜で、
こてなみ仕上げで
平らな面に施工した場合約8〜10㎡施工出来ます。

施工厚
ジョイント処理

2回

入隅・出隅などの役物がある場合や、施工厚・塗りパタ
ーンによって施工㎡数は異なります。

■価格

メルシーシリーズは、製品の中に粒状の珪藻土を入れ
てあります。この粒が転ばない位がちょうどよい塗り
厚になっています。

スーパーメルシー、
メルシーライト及び専用ジョイント処理
材の価格は、別紙の「価格表」をご覧下さい。

ジョイント処理のパテ材は、必ず専用ジョイント処理材
（J-1）
をお使い下さい。

■塗り方見本（テクスチャー）

塗り壁材の違いは…？

！

珪藻土・漆喰・ほたて貝・火山灰と色々製品があります。
どれも一長一短です。
これらを混ぜ合わせると最強の塗り壁となります。
調湿は珪藻土、表面強度とアルカリ性は漆喰、吸着はほたて
貝か火山灰なのでこの3つを混ぜ合わせた製品がそれぞれ
の長所が短所を補い最強の塗り壁材となります。
湿度コントロールをし、
カビに強く、表面強度が硬く、体積が
あるので飽和しません。

ジョイント処理材は市販のパテでも施工できますが、
クラックが
発生したり、色ムラになったり透けて見える場合があります。出
来るだけ専用のジョイント処理材（J-1）
をお使い下さい。詳しく
は施工マニュアルをご参照下さい。

こてなみ残し

珪藻土+漆喰+ほたて貝+バイオ
ハイブリッド珪藻土

パターン塗り

せっこうボードに直接施工出来るかどうか確認します。
下塗りが必要な場合は、その分割高になります。
珪藻土建材は、材料代と手間代を足したものが、価格となります。

■表面強度の見分け方

最強の塗り壁材

こてなみ残し

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

▼

出来れば実際に試し塗りをしてみて下さい。こてでならした時に何も
感じるもの(骨材)が無い場合は、
クラックが発生しやすく、粘りが強す
ぎる製品はコテ切れが悪く塗りづらいです。

「メルシー・シリーズ」
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【Ｇファイバーテープ】
吉野石膏株式会社製
（5cm×153ｍ：別売）

スーパーメルシー・メルシーライトは、中に入っている骨材の
大きさが異なるため、同じ仕上げでも表情に差が出ることが
あります。あらかじめご了承下さい。

【Ｊ-１】
ジョイント処理材（専用パテ材5kg：別売）
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テクスチャーサンプル

印刷のため、実際の色とは多少異なります。あらかじめご了承下さい。

Ｎｏ.１

Ｎｏ.１１

Ｎｏ.６

こてなみ残し

木ゴテ引きずりヘッドカット

ホウキ引き

参考カラー：HS-1、HS-6（1：1ブレンド）

パターン塗り

木ゴテ引きずり

参考カラー：HS-5

参考カラー：HS-1

塗りっぱなし

木ゴテランダムヘッドカット

参考カラー：HS-1

砂岩調

ハケ引きヘッドカット
参考カラー：HS-2

Ｎｏ.５

Ｎｏ.１８

クシ引き

スパニッシュTR

参考カラー：HS-4

参考カラー：HS-5

Ｎｏ.１９

スタイロ引き

ワラ入り

参考カラー：KI-4

参考カラー：HS-3

無料サンプル送ります。

Ｎｏ.１５

Ｎｏ.１０

お好みのカラーで、塗り見本をＡ４サイズ
（210×297）
でお届けします。
無料で作成しますので、色とテクスチャーはある程度絞り込んでご請求下
さい。

ハケ引き

ホウキ引きヘッドカット

スタイロ荒し

参考カラー：HS-3

参考カラー：KI-2

参考カラー：HS-3
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参考カラー：HS-4

Ｎｏ.１４

Ｎｏ.９

参考カラー：HS-4

スパニッシュSQ

参考カラー：HS-1

木ゴテランダム

Ｎｏ.４

Ｎｏ.１７

Ｎｏ.１３

Ｎｏ.８

参考カラー：HS-2

参考カラー：HS-1

Ｎｏ.１２

Ｎｏ.７

Ｎｏ.３

わら入りスポンジ荒し

参考カラー：HS-1

参考カラー：KI-2

Ｎｏ.２

Ｎｏ.１６
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施工手順

施工後のメンテナンス方法

せっこうボード直塗りの場合

せっこうボード以外の施工については、
ホームページをご覧頂くか、
「施工マニュアル」をご請求下さい。

せっこうボードであれば、
ジョイント処理後直接塗ることが出来、下地材が不
要なので施工単価が安くなります。合成樹脂エマルションが入っていないの
で、
こて伸びがよく、べとつきもなくこて切れもいいので、
プロの方でも個人
の方でも施工することが出来ます。

●入隅のクラックの場合

STEP-1. ジョイント処 理１回 目
ジョイント処理材(Ｊ-1)1㌔あたりシーラー3倍液400ccで、
ダマに
ならないように小型かくはん機などでよく練り、
Ｖカット部分に詰め
込みビス頭も処理して乾燥させます。
（かた目のパテ使用）
※注意

ジョイント処理材(J-1)は、必ずシーラー3倍液で練って下さい。

施工図解

厚さ12.5㎜

ベベルエッジ
（Vカット）
をご使用下さい
せっこうボードの小口に木工用
ボンドを塗って張り合わせます。
ボードが面になるのでかなりク
ラックの防止になります。

せっこうボードは下地受木の上
で継ぎ足し、15cm〜20cmピ
ッチでビス止めをして下さい。

STEP-2. ファイバーテープによる補強
市販のグラスファイバーテープ
（Gテープ）
を使用して下さい。
（クロス・ペンキ下地用のナイロン製等は不可）

STEP-3. ジョイント処理2回目
ジョイント処理材(Ｊ-1)1㌔あたりシーラー3倍液500ccで、
ダマに
ならないように小型かくはん機などでよく練り、
ファイバーテープを
隠すように15〜20cmの巾広に塗ります。乾燥が悪い場合色ムラ
になりますので、完全乾燥して下さい。
（やわらか目のパテ使用）

STEP-4. 仕上げ
水の量は「基準水量」を確認の上、かくはん機で5分間よくかき混ぜ
合わせた後、約5分間練り置きして再度かくはん機で2分間混ぜ合
わせてご使用下さい。

市販のパテは使用しないで下さい。クラックが発生し
たり、色ムラになったり透けて見える場合があります。
必ず専用のジョイント処理材（J-1）をお使い下さい。
詳しくは施工マニュアルに記載されていますので、販
売店にご請求下さい。

【基準水量】 スーパーメルシー：2.0㎜厚

メルシーライト：1.5㎜厚

各パターン付けは、
プロの方でも、個人の方でも簡単に施工できます。

マニュアルは、
ＨＰからダウンロードできます。

http://www.emmax.jp/mercy_manu.html

せっこうボード直塗りの施工手順
ジョイント処理

1

ジョイントが動かないように、
ビス留めは15〜20㎝ピッ
チでしっかり留める。

10

ビニールクロスはタッカー留め

せっこうボードを切った部分は、水 ちり際は養生テープ
引きが異なるのでシーラー2倍液 ビニールクロスはタッカー留め
を始めに塗ってからジョイント処理。が必要。(タッカーは、せっこうボ
ード・ベニヤ下地。コンクリート
下地は剥がす。)

9

天井・壁も、せっこうボードに直接施工。

2

しっくいよりだいぶ固め
に練り上げる。水を入れ
すぎると伸びが悪くなり
仕上げも悪くなる。
（成功例/失敗例参照）

8

7

4〜5分経てばソフトクリ
ーム位の柔らかさになる。

入隅の処理

3

6

J-1でビス頭とジョイント処理(2回)。

弊社製品「メルシー・シリーズ」の清掃・補修方法です。
他社製品で施工された珪藻土壁は、以下の方法では清掃・補修できないことがあります。
メンテナンス方法は、施工マニュアルでさらに詳しく解説しています。
施工マニュアルは別途ご請求下さい。無料で送付いたします。

■日常のお手入れについて
ビニールクロスとの最大の違いは、静電気があるかないか
です。ビニールクロスは、静電気があるのでほこりがくっつ
いてしまい汚れていきます。メルシーは静電気がないので、
ほこりは乗っかっているだけなので、普段のお手入れは、ハ
タキや掃除機のブラシの柔らかいものでほこりは簡単に取
れます。

コンクリート

5

ベニヤ

霧吹き、
マスク、ヘラ、
ビニール袋、
ゴム手袋(薄手の物)、
プラ
スチック消しゴム、
ふるい(なるべく細かいもの) 、
キッチン用
漂白剤、#800位のサンドペーパー、
やわらかい布またはや
わらかいスポンジ。

材料には消石灰を含んでいますので、粉体を吸い込むとむ
せますので、マスクの着用をお勧めします。材料を水で練る
とアルカリ性になりますので肌に直接触れないようにゴム手
袋の着用をお勧めします。触れた時は、すぐに水で洗い流し
て下さい。

出隅・入隅もＧテープと
Ｊ−1処理。

ベニヤ・木部は、
アク止め。
コンクリート・石膏中塗りは、
シーラー処理
が必要。

12
11

手順
3

手垢、鉛筆、物がこすれた痕などはプラスチックの消しゴム
で軽くこすって下さい。
醤油、
コーヒー等の水溶性のシミ汚れは、霧吹きで一日に2
〜3回水をかけて乾燥させるを繰り返して下さい。又は、柔
らかい布にキッチン用漂白剤の3倍液をつけて染み抜きを
する要領で落として下さい。

しょう油＆
ドレッシング

1

養生しておけば、テープを
剥がせばラインが綺麗に
出る。

14
仕上げ
(写真は木ごてランダム)
お好みでヘッドカット。
柔らかいもので軽くなでる。
(円内写真は下敷き)
出隅・入隅を押さえると綺麗
に仕上がる。

仕上げ
ちり際を綺麗にして完成。
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成功例

失敗例

メルシーシリーズは骨材が入っていますので、薄く塗ると右の写
真のように骨材が転がってスジが入り見た目もよくありません。
施工厚で塗ると左写真のように綺麗に仕上がります。
ただし、塗り方によっては意図的に骨材を転がして、右写真のよ
うにワザとスジを入れる場合（デザイン）
もあります。

4

2

木部が動いてクラック 同じ品 番 の 粉をふる ふるった粉を指でクラ １〜2回霧吹きで水を
かけて終了
ックの中にすり込む
が発生
いでふるう

■キズの補修
●小さいキズの補修
補修用の粉の作り方、キズの回りへの水掛けは、上記赤
字部分と同じ処理をして下さい。
薄手のゴム手袋をして材料をキズにそっとすり込みヘラ
や柔らかい下敷きで平らにしたり、パターンに合わせて
ならし、すぐにはみ出た材料を乾いたやわらかい布又は、
やわらかいスポンジでふき取り乾燥させます。はみ出し
た材料が残っていると色ムラになりやすいので注意して
下さい。

ごま油

中華ドレッシング

汚れた部分に毎日1回霧吹きで水を
ふきかけます。ごま油は多少シミにな
りますが、
しょう油は２〜３日でシミが
消えました。

●大きなキズの補修
同じ品番の材料をふるいにかけないでビニール袋の中
に入れ、水でソフトクリーム位のかたさに練ります。
後の補修方法は、小さなキズの補修と同様です。

成功例/失敗例

出隅の処理

クラック部分をコテ先で
軽く削る

●上の方法でクラックがまだ目立つ場合
同じ品番の材料を目の細かいふるいでふるい、骨材や繊
維を取り除いた粉をビニール袋の中に入れ、
この中に粉
の5割くらいの水を入れ、
ソフトクリーム位の硬さに練っ
て下さい。クラック部分の周りに霧吹きでたっぷりと水を
かけ(タオルで垂れてくるのを押さえながら)薄手のゴム
手袋をして塗った粉をクラックにそっとすり込みヘラや柔
らかい下敷きで平らにしてすぐにはみ出た粉を乾いたや
わらかい布又は、やわらかいスポンジでふき取り乾燥さ
せます。はみ出した粉が残っていると色ムラになりやす
いので注意して下さい。

■メンテナンス時のご注意

しょう油

●ヘアークラックの場合
同じ品番の材料を、目の細かいふるいで
ふるい、骨材や繊維を取り除いた粉を作
り、
パンスト等に入れてヘアークラックの
上から軽くこすりつけ、回りについた粉
を軽くはたいてから、霧吹きで軽く水を
かけます。乾燥してクラックが目立たな
ければ終了です。

※上記の方法でも、
クラックやシミ等が目立つ場合は、和紙等の調湿を妨げないものをデザイ
ンカットして貼るのも方法です。

■はじめにご用意頂く物

シミ取り実験

基準水量でも、始めの2
〜3分は硬いのでここで
水を追加しない。

13

出隅はまず、
クラックは入りません。
たまに、入隅にはヘアークラックが出る場合があります。
この場合は、爪かコテの入隅用の先の尖ったコテで軽く、
クラック部分を削ります。色が濃いものは、多少白っぽく
なりやすいので軽く削って下さい。その後、小さい霧吹き
で水を１〜２回ふり掛けて終了です。

メンテナンスは簡単です。
日常のお手入れもほとんど必要ありません。

■汚れの場合

4

ジョイント処理(J-1)の
一回目は固めのパテ使
用 。二 度目はもう少し
柔らかくてよい。

■クラックの修理

※ へこみの無いキズは＃800位の目の細かいサンドペーパーで軽くこすって下さい。

■絵や写真を飾りたい
ピクチャーフック、
ピクチャーレール、
コルクボードを貼る等
をお勧めします。ビス、画鋲はキズが残ります。

手順

■数年後、塗り重ねしたい
シーラー処理後、施工出来ます。施工マニュアルのコンク
リート・モルタル塗りかえの手順に従い施工して下さい。

1

2

キズの補修は先に霧吹きでた ふるった粉をこてや指でキズ 補修部分のまわりについた材
っぷり水をかける
を埋める
料を拭き取り終了
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