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施工施工施工施工のののの手引手引手引手引きききき    
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＜＜＜＜使用材料使用材料使用材料使用材料＞＞＞＞    

材料 商品名 概要 荷姿 標準施工面積 

ジョリパットシーラー 

JS-560 

水性ﾀｲﾌﾟｱｸﾘﾙ系 

１液型透明ｼｰﾗｰ 

16kg 角缶 約 80～106㎡/缶 

ジョリパットシーラー 

JS-410 

1 液溶剤系 

ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系ｼｰﾗｰ 

15kg 角缶 約 75～100㎡/缶 

ｼｰﾗｰ 

セーフシーラー 

JS-800 

1 液水系ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ 16kg 角缶 約 80～106㎡/缶 

主材 ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵ JQ-650 ｼﾘｰｽﾞ 

(ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵﾉﾝﾌﾘｰｽﾞ 

JQW-650 ｼﾘｰｽﾞ) 

標準色           

JQ(W)-650T□□□□  

（□…数字） 

特注色 

JQ(W)-650△○○○ 

（△…英字、○…数字） 

ｱｸﾘﾙ共重合樹脂 

水性仕上げ塗材 

20kg 

ﾍﾟｰﾙ缶 

約７㎡/缶 

 

※使用する下地に適合したｼｰﾗｰをご使用下さい。詳しくは各ｼｰﾗｰの説明書または最寄のアイカ

工業㈱各支店にお問い合わせ下さい。 

※ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾈｵﾉﾝﾌﾘｰｽﾞの使用目安温度は-6℃～10℃です。水系のｼｰﾗｰを使用すると凍結の恐れが

ありますので、ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｼｰﾗｰ JS-410 をご使用下さい。 

※ｾｰﾌｼｰﾗｰ JS-800 は 2kg×2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用い

ただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20～25 ㎡/セット) 

 

 

＜＜＜＜主主主主なななな施工道具施工道具施工道具施工道具＞＞＞＞    

・リシンガン(口径 4～6mm)

※

 

・マスチックローラー（（（（ジョリパットローラージョリパットローラージョリパットローラージョリパットローラーＪＲ－ＪＲ－ＪＲ－ＪＲ－２０２０２０２０：：：：９９９９インチインチインチインチ））））又は、金ゴテ 

・あやめローラー（（（（ジョリパットローラージョリパットローラージョリパットローラージョリパットローラーＪＲ－ＪＲ－ＪＲ－ＪＲ－３０３０３０３０：：：：７７７７インチインチインチインチ）））） 

・隅用ローラー（（（（ジョリパットローラージョリパットローラージョリパットローラージョリパットローラーＪＲ－ＪＲ－ＪＲ－ＪＲ－２５２５２５２５）））） 

・コンプレッサー((((２２２２．．．．２２２２ｋｋｋｋWWWW（（（（３３３３馬力馬力馬力馬力））））以上以上以上以上：：：：１１１１台使用台使用台使用台使用のののの場合場合場合場合)))) ※ 

 

 

※※※※下塗下塗下塗下塗りをりをりをりを塗装塗装塗装塗装ガンガンガンガンにてにてにてにて吹吹吹吹きききき付付付付けでけでけでけで施工施工施工施工するするするする場合場合場合場合。。。。    

    

＜＜＜＜下地調整下地調整下地調整下地調整＞＞＞＞    

 下地は、モルタル金ゴテ押さえ（平滑）として下さい。 

下地によっては使用できないシーラーもありますので、詳しくは弊社最寄の支店までお問い

合わせください。 
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＜＜＜＜あやめあやめあやめあやめ仕上仕上仕上仕上げげげげ施工方法施工方法施工方法施工方法＞＞＞＞ 

１．シーラー塗布 

                配  合       ＪＳ－５６０     １６ｋｇ 

                塗 布 量       ０．１５～０．２ｋｇ／㎡ 

                施工方法   ローラー刷毛又はスプレーガン 

 

１’JS-410 の場合 

配    合   ＪＳ－４１０     １５ｋｇ 

                塗 布 量       ０．１５～０．２ｋｇ／㎡ 

                施工方法   ローラー刷毛又はスプレーガン 

 

 

１”JS-800 の場合 

配    合   ＪＳ－８００     １６ｋｇ 

                塗 布 量       ０．１５～０．２ｋｇ／㎡ 

                施工方法   ローラー刷毛又はスプレーガン 

 

                  ※下地、主材に応じた最適なｼｰﾗｰを選定して下さい。 

                      ３時間以上４８時間以内 

２．主材 下塗り 

               配  合  ＪＱ(Ｗ)－６５０ｼﾘｰｽﾞ   ２０ｋｇ 

                        清  水     ３～４㍑ 

               塗 布 量       約１．０㎏／㎡ 

               吹 圧 力   ５～７㎏ｆ／㎝

２ 

               使用ガン   リシンガン口径φ４～６mm 

                  ※左官業者の場合は、ＪＱ(Ｗ)－６５０を無希釈で 

                  １．０㎏／㎡となるよう金ゴテにて平滑に塗布 

                  する。（下ごすり） 

 

                     夏期 ４時間以上 

                     冬期１２時間以上 

                     乾燥を確認後、次工程に移って下さい。 

３．主材 配り塗り  

               ＜塗装業者の場合＞ 

               ・マスチックローラーにてＪＱ(Ｗ)－６５０が約 2.0kg/㎡ 

                となるよう、上下・左右にローラーを転がし、均一に 

                配り塗りする。（ムラ切り） 

               ＜左官業者の場合＞ 

               ・金ゴテにてＪＱ(Ｗ)－６５０が約 2.0kg/㎡となるよう 

                均一に配り塗りする。 
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                   追追追追いかけいかけいかけいかけ（（（（５５５５分以内分以内分以内分以内）））） 

４．パターン付け    

               ・あやめローラー（ＪＲ－３０）に充分ＪＱ(Ｗ)－６５０ 

を含ませる。（図－１）次に、あやめローラーを横方向に 

転がし、ＪＱ(Ｗ)－６５０のムラ切りをする。（図－２） 

                ＪＱ(Ｗ)－６５０が均一に配られていることを確認して 

から、あやめローラーを上から下にまっすぐ転がす。 

ローラーを少し引きずるような感覚でパターン付けする。 

                （図－３）    

    

＜＜＜＜施工施工施工施工ののののポイントポイントポイントポイント＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＲ－３０ 

（あやめローラー）                    ムラ切り 

      図図図図－－－－１１１１                                                                                図図図図－－－－２２２２    
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横の塗り継ぎ           縦の塗り継ぎ 

 ５５５５～～～～１０１０１０１０cmcmcmcm 

                

 

 

 

                     

 

 

                         

                         

                                    ５５５５～～～～１０１０１０１０cmcmcmcm    

                              

 

・５～１０cm 前のパターンと交差   ・ローラーを５～１０cm 上に戻して 

 するようにローラーを上から下へ    から下方向に転がしてパターン付 

 転がしてパターン付けを行って下    けを行って下さい。 

 さい。 

図図図図－－－－３３３３    

 

 

※あやめローラーＪＲ－３０が入らず、パターン付けが困難な入り隅などは、隅用ローラーＪ

Ｒ－２５にてパターン付けを行う。 

 

 

 

                   足場の部分で縦に塗り継ぐ場合は、 

                    足場の上と下で時間をあけないよう 

                   ２～３人で組んで施工して下さい。 

                   ＪＱ－６５０の表面が乾燥して皮が 

                   はる前にパターンをつないで下さい。 

                   （皮ばり後にパターン付つなぎを行 

                   うと、汚くなり継ぎが目立ちます。） 

                          

                 

                         

足場 

                         

図図図図－－－－４４４４ 
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○○○○入入入入隅隅隅隅、、、、出隅出隅出隅出隅のののの処理方法処理方法処理方法処理方法    

・入隅や出隅、幅木のちりは、化粧目地をとるかＪＱ－６５０が乾燥する前に水を浸した刷毛

（平刷毛など）で押さえる。（図－５） 

                                                                            入隅入隅入隅入隅    

                                                                                        

                                                出隅出隅出隅出隅    

    

    

                                                                                                                                        パターンパターンパターンパターン付付付付けけけけ後後後後、、、、    

                                                                                                                                        ＪＱ－ＪＱ－ＪＱ－ＪＱ－６５０６５０６５０６５０のののの    

                                                                                                                                        表面表面表面表面がががが乾燥乾燥乾燥乾燥するするするする    

                                                                                                                                        前前前前にににに養生養生養生養生テープテープテープテープ    

                                                                                                                                        をををを剥剥剥剥がすがすがすがす。。。。    

                                                                                                                                        下塗下塗下塗下塗りのりのりのりの平平平平らならならならな    

                                                                                                                                        部分部分部分部分がががが表面表面表面表面にににに出出出出    

                                                                                                                                        るるるる。。。。    

    

                                                                                        幅木幅木幅木幅木    

    

化粧目地化粧目地化粧目地化粧目地をとるをとるをとるをとる工法工法工法工法    

            ＪＱ－ＪＱ－ＪＱ－ＪＱ－６５０６５０６５０６５０をををを下塗下塗下塗下塗りしりしりしりし、、、、完全完全完全完全にににに乾燥乾燥乾燥乾燥したしたしたした後後後後、、、、養生養生養生養生テープテープテープテープをををを貼貼貼貼りりりり、、、、化粧目地化粧目地化粧目地化粧目地をとるをとるをとるをとる。。。。    

                                                                            入隅入隅入隅入隅    

    

                                                出隅出隅出隅出隅    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                    幅木幅木幅木幅木    

                                                                                        

刷毛刷毛刷毛刷毛でででで押押押押さえるさえるさえるさえる工法工法工法工法    

図－４    
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                       足場の部分で縦に塗り継ぐ場合は、 

                       足場の上と下で時間をあけないよう 

                       ２～３人で組んで施工して下さい。 

                       ＪＱ－６５０の表面が乾燥して皮が 

                       はる前にパターンをつないで下さい。 

                      （皮ばり後にパターン付つなぎを行 

                       うと、汚くなり継ぎが目立ちます。） 

                          

                 

                         

足場 

                         

 

               

図図図図－－－－５５５５ 
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＜＜＜＜施工施工施工施工のののの注意事項注意事項注意事項注意事項＞＞＞＞ 

 

・配り塗りはできるだけ均一にする。（パターンを均一にする為） 

 

・塗布量が少ないとパターンが出ない場合があります。（一般的に塗布量が少ないと小柄な模様

になり、塗布量が多いと大柄な模様になる為、塗布量に注意する。）  

 

・あやめローラーＪＲ－３０にもＪＱ(Ｗ)－６５０を充分含ませる。あやめローラーにＪＱ(Ｗ)

－６５０を含ませずにパターン付けすると模様が小柄になり、きれいな模様がでません。） 

 

・あやめローラーは、軽く引きずるような感覚で動かし、パターン付けする。力を抜いてロー

ラーが転がるようにパターン付けしても模様は出ません。 

 

・縦方向の塗り継ぎは、一部分に集中させず、ちどりちどりちどりちどり状状状状になるよう（図－６）にする。（足場部

分では、塗り継ぎが集中しやすい為、ちどり状になるよう注意する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

図図図図－－－－６６６６ 
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・大面積を施工する場合、ＪＱ(Ｗ)－６５０の表面が皮ばりした後にパターンをつなぐと模様

つなぎが汚くなる為、化粧目地をとるよう工夫する。（図－７） 

 

 （（（（例例例例））））    

 

 

 

 

１階と２階の 

 境にとる。 

 

化粧目地化粧目地化粧目地化粧目地    

 

 

 

 

図図図図－－－－７７７７ 

 

 

・施工前に必ずコンパネ等で試し塗りを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。 

 

・乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。（特に外装の大面積を施工する場合

は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。） 

 

・塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工

を進めてください。 

 

・JQ-650 を使用される場合、気温 5℃以下、湿度 80％以上、降雨、結露、強風などの条件下で

の施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。 

  

・冬季の 5℃以下での施工の際は、ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄﾉﾝﾌﾘｰｽﾞ JQW-650 を推奨します。その際ｼｰﾗｰは凍結

防止のため JS-410 をご使用下さい。 

 しかしながら、-6℃以下、降雨、降雪などの条件下では JQW-650 使用時でも硬化不良などの

不具合が発生する可能性があります。 

 

・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。 

以 上 


