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恒和化学事業部

株式会社ダイフレックスの情報紙

コンストラクションケミカルを実現する
業界初の取り組み
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2011年 主な実績
【写真1】超速硬化ウレタン防水 「ゲットシステム」
【写真2】コンクリート保護・剥落防止対策 「レジテクトRT工法」
【写真3】一般屋上部・人工地盤下部防水 「UPM工法」
【写真4】タイル外壁剥落防止対策 「エバーガード」
【写真5】屋上緑化防水 「グリーンプレイス」
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各種防水材の施工実績推移と
ウレタン塗膜防水材の出荷量に対する当社の出荷割合
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NUK：日本ウレタン建材工業会　KRK：合成高分子ルーフィング工業会　ARK：アスファルトルーフィング工業会
FBK：FRP防水材工業会　TRK：トーチ工法ルーフィング工業会

NUK出荷量に対する当社出荷割合

ごあいさつ

平成24年の新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

三浦 慶政株式会社ダイフレックス
代表取締役会長

　昨年、3月11日に発生した東日本大震災では、宮城県を

中心とする東北地方太平洋沿岸部の都市に大きな被害が

あり、特に津波による被害が甚大である中、破壊された

福島第一原発の影響は将来に渡って、私たちの生活を大き

く変えるものになりそうです。

　被災された方々へはお見舞いを申し上げると共にいち早

い復興をお祈り致しております。

　2011年は、ギリシャを発端とする欧州債務危機などによ

る海外経済の減速、最高値圏で進行する円高・株安、また

タイの洪水により多くの日本企業の工場に被害が出る

など、世界的な激動と天変地異の年だったと言えるで

しょう。2012年も景気先行き懸念は続きそうですが、建設

業界全般においては復興需要を中心とした建設投資の増

加に期待したいところです。

　ダイフレックスグループは、ウレタン塗膜防水材のトップ

シェア企業として、今後も業界の健全な発展に尽力して

参る所存であります。

　2010年6月にスイス シーカ社と資本・業務提携を結び、

シーカ社の技術を積極的に取り入れて参りました。これに

より「コンストラクションケミカルグループ」として防水材、

外壁塗材に加え、塗り床材、シーリング材、エポキシ注入

材、土木構造物保護材等々幅広い製品分野の展開を図るこ

とが可能となりました。エンドユーザーに向けたサービスと

しては、ひとつの建物において最良の方法を取捨選択してい

ただける体制が整ったと考えていただいてよいでしょう。

　2012年は、更なる技術開発による画期的な新製品を

数々発表していく予定であり、その生産体制を整えるため、

新工場を山口県周南市に建設着手し、5月には生産稼動を

開始すべく進めております。

　我々は最先端の建設用化学製品を供給する「コンストラ

クションケミカルグループ」として、シーカ社と共に社会と

業界の発展に貢献して参ります。

　本年の干支は辰年であります。皆様が昇り龍の様に成長

発展の年になりますよう祈願致しまして、新年のごあいさつ

とさせていただきます。

お客様の声に耳を傾ける年に

　建築防水業界に目を向けると、日本防水材料連合会

（JWMA）で発表した、2010年度の市場規模は、新築需要

の減退に伴い2004年度比97％と若干縮小してはいるもの

の、ウレタン塗膜防水材は2004年度比122％と成長し、

防水材シェアでは30.4％とトップシェアになりました。

　今後の建築防水材市場規模は横ばいで推移していくも

のと思われます。現在、集合住宅着工件数の6割が改修需

要によるものとなっており、ウレタン塗膜防水材は改修

市場の伸長により需要の拡大が期待出来ると考えており

ます。

重要なのは新しいマーケットを見つける目

2012年のダイフレックス
－ さらなる飛躍を目指して －

ごあいさつ
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ダイフレックス1社で各種製品を提案・供給します
　ダイフレックスでは、ウレタン防水材のメーカーとして40年以

上にわたり実績を踏んできたノウハウに、恒和化学工業の外壁

塗材とシーカ社のシーリング材などを組み合わせて、提案・

供給ができる体制を整備しております。

　その一環として、工法・製品の「パッケージ化」をご紹介いた

します。

建築リニューアルにおける様々な問題点
　各種材料メーカーが違うことで様々な煩わしい問題があるこ

とは、みなさんよくご存知のことと思います。

　たとえばマンション改修においては、工法・製品提案が各社

で異なるため資料が煩雑になり、また他社製品との組み合わせ

ができないことで、責任範囲を各社が主張せざるを得ない状況

になることもあります。その結果、保証内容や保証期限は各社

異なり、保証書の発行も各社に依頼することになります。

　調査診断においても同様で、各社に日程調整が必要になるこ

とで調査に数日要するケースがあるため、立ち入り調査の場合

は住民にご迷惑をおかけすることも多々あります。

パッケージ化の取り組みについて
　工法・製品提案から施工後のアフターフォローまでダイフ

レックス1社で引き受けることで、これらの問題点を改善できる

と考えております。特に、①各種資料の統一化が図れる点と
②製品供給や品質管理をトータル的にサポートできる点におい
て、効果を発揮できるでしょう。

　製品供給や品質管理をトータルサポートできるようになるた

めには、製品の品質保証や各種保証内容においても1社で完結

することが重要です。これをダイフレックスとして実現すべく、

取り組んでいきます。業界初となるこの取り組みにより、改修市

場に新たな流れを作り出していきたいと考えております。

■ 屋上 ■ ルーフバルコニー

■ 鉄部塗装（一般鉄・鉄骨階段）

■ ベランダ

■ 下地補修

パッケージ化の仕様提案シート（例）

既存：アス押さえ工法
自着シート + DSカラー・エコ

既存：露出アスファルト防水
DSロック（DSカラー・エコ）

既存：ウレタン防水
DSOR－200エコ
※既存良好の場合

既存：アス押さえ工法
自着シート + DSカラー・エコ

DSM－200エコ
※モルタル下地の場合

塗装
ヒスイエポサビ＃200
　　＋ ナチュラルウレタン

■ その他 プラスチック系
　 （硬質塩ビ管）
塗装
ナチュラルウレタン

鉄筋防錆
ハイエポプライマー +
　セメンシャス＃2000
　セメンシャス＃2500

○○○○○○○
○○　○○○
株式会社○○○○○○２０１０年１月２５日

見本
工事ごとに保証年数が違うけれど、
そろえることってできないの？

前の工事はどこのメーカー製品？
相性を確認しないと不安だな・・・

保証書どこにしまったっけ？

施主

管理会社

材料依頼も保証書も
いろんなメーカーに
頼むの面倒だな・・・

施工業者

様々な問題点

各社が持つ製品を
1社で引き受けることで

問題点を解決

ダイフレックスが「パッケージ化」して提案します

シーカ社

① 各種資料の統一化

パッケージ化の具体的な取り組み内容

■ 調査報告書・提案書の統一が図れることで、建物全体で使用する製品が明確になります。
　〔パッケージ化の仕様提案シート（例）参照〕
■ 保証書の一本化を検討中で、保証内容とその保管方法をスマートにします。
■ 施工後の不具合対応や質問等の窓口を一本化し、アフターサービスを充実させます。

② 製品供給や品質管理をトータル的にサポート
■ 様々な既存の状況を踏まえた製品ラインナップにより、建築リニューアルに合った製品を供給します。
■ 品質管理を徹底すべく、施工技術指導を含む検定講習会（プライベートライセンス）を実施します。
　 防水材ではすでに講習会を実施しており、外壁塗材とシーリング材においても検討中です。

ウレタン塗膜防水検定講習会 風景

ウレタン防水材など

シーリング材など

■ 天井・その他
天井・石綿吸音板
エコスコートマイルド

■ シーリング

■ 外壁
塗装
アクレスエポ + スーパーセランアクア

タイル外壁
エバーガード

塗装面目地
DSシール PU－NB

タイル外壁面目地
MS－2C  ※日本シーカ製品

■ 内壁
塗装
ワイドシーラー + キトサンコート

■ 階段室

■ 開放廊下（ベランダ）
ダイナKRシートS
　　＋ エバーコートSP－100

ダイナKDステップ
　　＋ ダイナKRシートHG
　　＋ エバーコートSP－100

ウレタン塗膜防水技術者登録証 イメージ

外壁塗材・塗装材など

コンストラクションケミカルを実現する  業界初の取り組み
特集記事
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安心･安全の
施工事例ご紹介

ダイフレックス１社で製品供給させていただきます

厚みの確保・軽量化で安心を与えるゲットシステム

二液反応硬化型ウレタン防水材（環境対応型） 1成分形ポリウレタン系シーリング材ノンブリードタイプ水系超耐候・低汚染型変性無機塗料

防水材 シーリング材外壁塗材

表面が粗面、凹凸、段差等がある下地に対して能力を発揮する
「圧縮空気混入低比重（硬化物比重0.5）」の新技術。
この効果が、防水層における厚膜の確保を容易にしました。
また、短時間で硬化する超速硬化ウレタン防水材の特性を
活かし、急な勾配や垂直面に対しても、均一性の高い防水層を
容易に形成することができます。

特許取得：「ウレタン防水材の施工法」特許第4377493号　 特許第4252694号

写真提供：スプレーウレタン･ウレア工業会

Ａ液

Ｂ液

２成分系
高圧定量
ポンプ

プライマリー
ヒーター

ヒーターホース

高圧
コンプレッサー

圧縮空気混入吹付けシステム新技
術

Ｇ－Y－C工法（厚み：3㎜）

■TXフリータイプ ※
■汎用ウレタンの環境対応タイプ
■二成分形で汎用品と材料品質はほぼ変
わらず

※ＴＸフリーとは、シックハウス症候群誘発物質と
して規制対象となっているトルエンやキシレンを
配合していないことを表します。

■フッ素樹脂塗料をしのぐ超耐久性塗膜
■低汚染化を実現した、無機成分の水系
塗料

■強靭で緻密な塗膜により環境負荷を
　軽減

■コンクリート壁目地に使用
　（打継ぎ、誘発目地、サッシ回り 他）
■各種の被着体に接着性が良好
■コーキングガンの押し出しが良好
■糸引きが短く、ヘラ仕上げが良好
■ホルムアルデヒドを含まず
■フタル酸系可塑剤を含んでいないため
塗料の上塗りが可能

ご紹介した各製品・工法のカタログを差し上げます

コロニアル屋根改修

■ 短い時間で所定の膜厚を確保できるため、効率良く作業ができます。
■ 厚みを確保することで、長期間にわたり安心感を与え、クッション性がアップすることで、
　 施工後の安全性を確保できます。
■ あらゆる下地にも最低限の下地処理で防水工事に取り掛かれるため、工期短縮が図れます。

納まりや相性等の取り合いを考慮した組み合わせで、次期改修時の提案に役立ちます。
下地処理材についても各種ご用意しております。

下地処理材からトップコートまで、一体的にサポートさせていただきます。

DSシール

同封のＦＡＸ送信票に各製品・工法名をご記入の上、ご返信ください。
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。
なお、ＨＰ上でもご覧いただけます。
（一部ご確認いただけない製品もございます。）

パッケージ化される主な製品のご紹介
ゲットシステム

ゲットシステム超速硬化ウレタン防水

砂付アスファルト、各種勾配屋根（コロニアル・金属・スレート屋根他）等の改修工事において、
ゲットシステムの持つ優れた工法特性が能力を発揮しています。

施工前 施工後

Ｇ－OR－S工法（厚み：3㎜）
施工前 施工後

砂付アスファルト防水改修

Ｇ－Ｙ－K工法（厚み：2㎜）
施工前 施工後

金属屋根改修 Ｇ－Y－SR工法（厚み：3㎜）スレート屋根改修
施工前 施工後

工法・製品紹介 実績紹介
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