株式会社ダイフレックスの情報紙

3
2010. 12

3
2010. 12

ｐ.1-2
特集記事

ダイフレックスが取り組む
独自の技能検定
ｐ.3-4
工法・製品
紹介

ht tp:// www.dyflex.co.jp

販売・開発・製造部門

本社
〒163−0825 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル25Ｆ
TEL.03−5381−1555（代） FAX.03−5381−1566

ｐ.5
実績紹介

ゲットシステム

撥水材の検討からタイル剥落防止及び防水の実施へ
ビッグプロジェクトに2種類の材料を採用

恒和化学事業部

本社営業グループ
大阪支店
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
北関東営業所
さいたま営業所
千葉営業所
多摩営業所
横浜営業所
名古屋営業所
広島営業所
福岡営業所

製造部門

03−5381−0231
06−6292−0511
011−804−5961
022−788−1262
025−279−3061
0285−24−4077
048−646−4870
047−436−1581
03−5381−0883
045−290−9751
052−735−3991
082−234−3783
092−432−9220

03−5381−0232
06−6292−0522
011−804−5977
022−236−5832
025−279−3065
0285−24−4076
048−646−4871
047−436−1584
03−5381−0232
045−290−9755
052−735−3992
082−234−3781
092−432−9221

本社営業グループ
大阪支店
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
北関東営業所
さいたま営業所
千葉営業所
横浜営業所
名古屋営業所
広島営業所
福岡営業所

03−5322−8301
06−4802−2711
011−789−8020
022−232−7611
025−273−6151
0285−24−4077
048−646−4875
047−436−1558
045−290−9761
052−745−1510
082−297−1382
092−433−6500

03−5322−8302
06−4802−2712
011−789−8030
022−232−7615
025−271−8829
0285−24−4076
048−646−4871
047−436−1584
045−290−9755
052−732−3110
082−234−3751
092−433−6510

ht tp:// www.dia-kowa.co.jp
本社
〒163−0825 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル25Ｆ
TEL.03−5322−7020（代） FAX.03−5322−7021

2010. 12. 5000

ｐ.6

ダイフレックスとシーカ社の
パートナーシップの取り組みについて

INFORMATION

ダイフレックス が 取り組む独自の技能 検定
品質管理を徹底し機能性の向上を目指した技能検定が
ダイフレックス製品の品質を支えています。

独自の認定制度システムで技能者のレベルアップ
国家検定との大きな違いは、実際の現場で広く用いられ

現在、労働者の有する技能について一定の基準によって

構造物の耐久性がますます重要視される現在において、こ

ている材料を使い、屋上改修工事などで一般的な通気緩

検定し、その技能について国が認定する国家検定制度に

れらの耐久性に大きな影響を与える各種仕上げ材に、高い

衝工法による実技試験を行っている点です。また、合格認

機能性と付加価値の向上を目指しております。同時に、私

定が２種類あり、合格基準をクリアした方はシルバー認定

たちが目指す付加価値向上を実現するためには、高い技術

（認定期間３年）、筆記及び実技試験を９０点以上クリアし

「技能検定」があります。
全業種では平成２２年４月現在で１３６職種、建設業関係

の方々が合格されております。技能者はこの認定を手に多
くの大規模修繕工事でご活躍いただいております。
ウレタン防水検定試験
60名

受験者

受験者・合格者数と合格率
合格者

100％

合格率

90％

50名

においても３５職種に及んでいます。これは技能に対する

を有した技能士の存在が不可欠であります。国家検定制度

た優秀者はゴールド認定（認定期間６年）として、技能者の

社会一般の評価を高め、技能と地位の向上を図ることを目

としての技能士養成に加え、独自の技能検定制度によって

レベルアップを促しております。更新の際には、更新用の講

的として、厚生労働省の職業能力開発促進法に基づいて実

防水及び外壁分野の優れた技能者の育成を実施しており

習を受けていただいております。
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施されており、多くの方が資格取得に励んでおります。

ます。

ダイフレックスは、建築・土木をはじめとしたコンクリート

30％

２００６年のスタート当初から管理会社をはじめ、多くの
設計事務所や施主の方々に防水工事の入場条件の１つとし
て、または特記仕様としてご採用いただき、すでに２７５名
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開催日

ウレタン防水検定講習会（プライベートライセンス）
近年、官公庁等の発注工事では、品質管理向上への足が
かりとして技能士（国家資格）の取得義務化の方向性が出
てきております。

その他の技能検定、ライセンス制度のご紹介

を育成するための技能講習を実施しております。
本講習の受講者に対しては、メーカー仕様の品質確保の
ために、防水の施工技術のみならず座学による製品及び周

今回ご紹介した『ウレタン防水検定講習会』以外にも、
エンドユーザーへ安心・安全をご提供するために取り組ん

マンション等の大規模修繕工事のマーケットが拡大する

辺知識の徹底した修得が課され、検定試験に合格した技

でいる検定やライセンスがあります。メーカーでできる最

中、民間市場においても防水施工への高い品質確保が求

能者には認定書を授与しております。この修得した技能・

大限のサポートを行うことで、製品向上のみならず施工品

められてきております。

技術・管理知識等を基に、
マンション等の大規模修繕工事

質の向上に努めてまいります。

ダイフレックス独自の『ウレタン防水検定講習会』は、改

では、管理会社、設計事務所、検定合格者を持つ防水工事

修需要の増大と、昨今の建築分野の品質管理に対する社

業者、そして私共メーカーが一致協力する事で、より実践

会的背景を踏まえ、
「ウレタン塗膜防水工法の施工技術・

的な品質の確保・向上を図れるものと考えております。

品質管理」の確保・向上を目的として、プロフェッショナル

水硬化ウレタン技能検定
水を加えるだけで硬化する環境対応型ウレタン防水材
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見本

エバーガード工法技術者認定制度
外壁仕上げとして広く普及してきたタイル張り仕上げは、

は、不快な溶剤臭や材料自体の臭いを抑え、工事中におけ

相次ぐ剥落事故の影響でタイル張り外壁の維持保全、剥落

る環境問題を完全に解消することができます。この材料の

による安全性の確保が強く求められております。こうした

普及活動を行っているエコ・ウレックス研究会では、
「水硬

中、ダイフレックスでは、タイルの質感保持に重点を置いた

化ウレタン技能の向上推進の取り組み」として、２００８年

『エバーガード工法』を２００７年から正式に上市しており

度から技能検定をスタートしました。
昨今の環境対応型防水の需要増加を踏まえ、品質管理
の徹底をするために、技能・技術・管理知識等のレベル

ます。上市以来、同工法の普及や施工品質の確保のための
技術者養成を目的に、同工法のライセンス取得制度を実施
しております。

アップを目指して、安心・安全をお届けする技術者を育成す
る活動をしております。年１回の開催で６４名が受講され、
約６０％の合格率となっております。
【成績優秀者所属企業（実技、学科共に90点以上）】
翠光創建株式会社
有限会社トム・テック

1

株式会社アルトセンター
有限会社ショージ工業

その他にも技能者の育成、養成を目的として、様々な取
り組みをしております。より社会にあった商品とその品質
を確固たるものにするために、これからも様々な取り組み
を随時実施してまいります。
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工法・製品紹介

ゲットシステム

超速硬化ウレタンでは難しかった既存下地に対応できる防水システム

超速硬化ウレタンの更なる飛躍
圧縮空気混入低比重
超速硬化ウレタン防水

ゲットシステム

ゲットシステムは、２０１０年に入ってから、これまで超速
硬化ウレタンでは難しかった様々な既存下地でご採用いた
だいております。

ゲットシステムは、超速硬化ウレタンのＡ剤とＢ剤に圧縮空気を

とが、ご採用の決め手となっております。
今回は、これまで施工した物件の一部をご紹介いたし

工法によっては、コストダウンかつ工期短縮が見込まれ、

ガン先で衝突混合し、微粒子化させ吹きつけていくシステムです。

さらに納まりの良さを活かしたウレタン塗膜防水であるこ

ます。

経済性と信頼性を併せ持ちながら、付随する様々な性能により
ウレタン防水の可能性を大きく広げます。

波板スレートの改修
特長１

JIS A 6021 1類の規格値以上の物性を確保できる

特長２

塗膜防水の重要な要素である厚みを確保できる

特長３

高い被覆性能により下地処理を簡略化できる

施工前

ゲットシステム

従来の超速硬化ウレタン
比重１.０のウレタンを
２㎏/㎡塗布した場合

材料使用量が同じで
厚みが２倍に

比重０.５のウレタンを
２㎏/㎡塗布した場合

施工後

砂付きアスファルト防水の改修
施工前

倉庫屋根の改修工事（約２３０㎡）

公共施設屋根の改修工事（約５００㎡）

固定ビス周りや重ね合わせ部は下地処理を行っております

既存砂付アスファルト防水は、フクレやジョイントの剥がれが

が、硬化が早いため波板スレートの山部、谷部の厚みをダレ

見られる状態でしたが、ジョイント部等の凹凸をトレースする

ることなく均一に吹くことができました。

ように、塗膜を形成することができました。

塗膜防水の改修
施工前

術
技
新

施工後

施工後

PC線防水の改修
施工前

施工後

圧縮空気混入吹付けシステム
２成分系
高圧定量
ポンプ

ゲットシステム の
プライマリー
ヒーター

カタログを差し上げます

ヒーターホース

同封のＦＡＸ送信票にてお申し付
けください。
または、本誌裏面表記の各営業所
まで直接お申し付けください。

Ａ液
Ｂ液

高圧
コンプレッサー

特許取得：「ウレタン防水材の施工法」特許第4377493号
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なお、ホームページ上でもご覧いただけます。

http://www.dyflex.co.jp/

飛散防止対策の養生

飛散防止対策の養生

個人邸の改修工事（約１００㎡）

集合住宅の改修工事（約３,６６０㎡）

既存タールウレタン防水の上に施工した現場です。住宅街で

左記の実績同様住宅地での施工となるため、飛散防止対策

の施工となるため、飛散防止を考慮して、養生ネットは隙間な

の養生ネットで施工箇所を囲みました。線防水の凹凸は残り

く施しました。

ますが、均一でシームレスな防水層が形成されました。

特許第4252694号
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ダイフレックスとシーカ社のパートナーシップの取り組みについて

撥水材の検討からタイル剥落防止及び防水の実施へ

２０１０年５月

株式会社ダイフレックスはシーカ社とパートナーシップを組みました。
物件名： 大阪府吹田市庁舎 中層棟
ダイフレックスは、シーカ社（本社スイス・バール）と５月

採用に至った理由や経緯：
当初は撥水材を全面施工する予定でした。しかし、長期的な視点に

３１日付でコンストラクションケミカル事業分野において、

立った場合、雨水の浸入及びタイルの剥落の抑制が重要との認識から、

資本・業務提携を締結しました。今後は両社の技術並びに

比較的人通りがある北面・南面に剥落防水工法エバーガード、その他の

製品群の共有化をし、さらにはアジアを中心とした海外展

面に外装タイルコーティング材クリアプラスを採用していただきました。

開を加速させ、建築・土木分野における総合力を高め、競争

他工法より意匠面や耐久面で優位である点を評価されました。

力強化を図っていきます。
シーカ社は、今年設立１００周年を迎える企業で、世界７２

施工概要

工事件名：
所 在 地：
竣工年月日：
区
分：
施
主：
施工部位：
工 法 名：
施工面積：
設計・監理者：

カ国に拠点を持ち、従業員１２,３６９名、日本円で４１
, ５５億円

大阪府吹田市庁舎中層棟外壁改修工事
大阪府吹田市泉町
2010年3月
改修
吹田市
外壁
エバーガード／クリアプラス
エバーガード750㎡／クリアプラス1,300㎡
吹田市

ビッグプロジェクトに2種類の材料を採用
物件名： 首都高速 大橋ジャンクション
採用に至った理由や経緯：
CVスプレー工法は、①シールド鋼殻切り開き部の処理や大深度に耐え
うる材料であり、②防水・止水工法の高度な施工技術力を必要とされ、
③従来工法のゴムアスシート防水工法と比較して工期が短縮できる、

施工中全景

シーカ社製品が多く採用された
ゴットハルトトンネル

シーカ社

スイス中央研究所

（日本８９億円）の売上高を誇っています。事業内容として

エンドユーザーに向けたサービスとしては、コンクリート

は、コンクリート用混和材をはじめとして建築用シーリング

構造物の補修･改修に向けての調査・診断技術の革新化に

材、接着剤、防水材等幅広く製造販売している会社です。

より、コストに見合った最良の方法を取捨選択していただけ

一方ダイフレックスは、１９６４年創立で従 業員２５０名、

る企業姿勢を確立したいと考えています。

１４０億円の売上高で、建築・土木防水、外装、スポーツ舗

例えばマンションの防水改修工事を見ると、開放廊下の

装材、塗り床材の製造販売を行っており、ウレタン防水では

防水は長尺塩ビシートを歩行部に敷き、側溝だけウレタン

国内トップシェアです。

防水を施工するため、長尺塩ビシートでは単体の保証が出

現 在、建 築 業 界で は改修 工事 の 割 合 が 年々増 加し、

ず側溝のウレタン防水部のみを保証する場合が多く見受け

７０％が改修市場となる時代がすぐそこまで来ています。

られます。また、屋上防水の長期保証工法を提案する一方

それにつれて、エンドユーザーが建物の修繕に関心を持つ

で、端末シーリングの耐久性を問われることもあります。

ようになってきました。材料メーカーとしては、防水、塗装

防水とシーリング、外壁、ひび割れ補修のエポキシ注入工

材をはじめとした仕上材の総合的なサポートの必要性を強

事、タイル剥落防止工事など、全て別々の工事業者による施

く感じております。

工が一般的となっており、これらを横断的に保証する体制は

コンストラクションケミカルのコンセプトは、防水材、塗

確立されていません。

④地下構造物防水工法は10年以上前より実績がある、これらを評価して

装材、シーリング材等建物の仕上材を中心とした総合シス

ダイフレックスではこの現実を踏まえ、建物トータルで長

いただき採用に至りました。

テムとしての相乗効果を発揮し、高いコストパフォーマンス

期保証する取り組みを実施し始めております。その他にも、

の維持・保全システムの確立をすることです。

トータルパッケージの新製品、維持保全体制の上市にむけ

さらに、内壁の視線誘導を目的とした工事においては、無機質コーティ
ング材セラゼックスを併せて採用していただきました。従来のタイル貼り

今後ダイフレックスは、シーカ社の技術を取り入れ、共同

やパネル貼りと違い剥落や災害時の二次的要因もないという点、性能面

開発も含め現有の技術のハイブリッド化を図ることにより、

の条件を充たしており、高耐久で防汚性が高い点を評価されました。

機能性に長けた付加価値の高い商品開発を進めていきます。

準備を進めています。
ダイフレックスグループの今後の新製品、新サービスに
ぜひ御期待ください。

施工完了全景
施工概要

工事件名： 首都高中央環状新宿線 大橋ジャンクション
所 在 地： 東京都目黒区大橋地区
発 注 者： 首都高速道路株式会社
CVスプレー工法
工
期： 平成16年4月〜平成22年3月
施工部位： 地下構造体埋設部
工 法 名： SQS（CVスプレー）工法
施工面積： 2工期合計22,500㎡

Sika社

会社概要

Sika AG

セラゼックス
工
期： 平成20年10月〜平成22年1月
施工部位： トンネル内壁
工 法 名： セラゼックス
施工面積： 2工期合計6,700㎡

Zugerstrasse 50 / CH-6341 Baar / Switzerland
Tel: +41 58 436 68 00 / Fax: +41 58 436 68 50
http://www.sika.com

1910年スイスにカスパー・ウィンクラー社が誕生し、
〈シーカ〉の商標で防水剤、急結剤の製造・販売を始め
たのがシーカの起源です。その後、コンクリート用混和
剤、目地材、工業用製品などの製品開発を行い、現在
72カ国にグループ会社を有するグローバル企業となっ
ております。

トンネル内壁
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