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セルコートは、特殊アスファルト系と特殊合成樹脂エマルションを主成分とする

1液型のエマルション系塗膜防水材で、悪素地によく付着し、作業性・安全性に

優れた防水材で下塗り及び、非ぱくろ部では上塗り兼用0

セルトップは特殊合成エマルションを主成分とした防水上塗り塗料で

各種の防水層、シート防水層の上塗りに適しています0

又、歩行安全性によりノンスリップ（N・S）を準備しています0

この商品は長年の実績があり好評を博しています。

磯精義

1．素地に対する付着か抜群。

特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に

対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れてい

ます。またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています0

2．取扱いか簡単です。

1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。

3．塗膜の耐久性かよい。

耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。

轟用　達

セルコート

1．ベランダなどの防水。

2．RC、SRC道などの屋上防水。

セルトップ

1．アスファルト防水や、砂付ルーフィングの上塗。

2．プチルゴムなどの各種シート防水層の上塗0

3．ウレタン、エマルションなどの各種樹脂防水層の上塗0
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■セルコートの施工

■セルコート　コンクリート面施工図

｝セルコート、セルトップの施工例

施工手偏 �工　　程 �要　　　　　　　　領 

1． �下地処理 �①モルタル面の凹凸や突起物のない様にして下さいp 

②下地に「くぼみ」やrクラック」のある場合はエポキシパテや、シーリング材で下地を 

平滑にして下さい。 

⑳下地のほこり、油分、レイタンスなどを除去する。 

④下地に水分が残っていると接着不良やフクレの原因になりますので充分乾燥させて 

下さい。 

2． �シーラーの塗布 �①下地の点検がすんだら、セルコート・シーラーコンクリート用をローラー又は刷毛 
でムラなく塗って下さい。 

気泡の発生が多いスラブには必ずシーラーを2度委ね塗りして下さい。付着力を高 

めスラブの気泡防止のため必ず塗って下さい。 

3． �ガラスクロス貼り付け �ガラスクロスをひろげ接着剤で貼り付けて下さい。 

4． �セルコート塗布 �①1国塗：1kg／が、セルコートを缶の内でよく税搾させ角コテ、又はローラー刷毛で 
しごくように塗って下さい。 

②2回塗：1kg／捕、下塗りが硬化した（約24H／25℃）後仕上げ塗りを行って下さい。 

この際に塗りムラをなくして、全体が均一な厚みになるようにして下さい。 

5． �セルトップ塗布 �①下塗：セルコートが完全に硬化した後、用途（非歩行、軽歩行）に応じてセルトップ 
NW又はNSをローラー刷毛などで塗って下さい。 

⑳上塗：下塗と同じ要領で仕上げ塗りを行って下さい。下塗にムラがあれば上塗で完 

全になくすように塗って下さい。 
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■セルコートの施工（改修工事例）（シート面・コンクリ｛面・アスファルトルーフィング・ウレタン防水）

雷セルコート　シート面施工図

■セルコート、セルトップの性状
●品質特性

項　　　　　目 �結　　　　　果 �試　　験　　方　　法 

外　　　　　観 �粘桐液体 � 

粘　　　　　度 �18．000ccps � 

比　　　　　重 �1．00 � 

不　揮　発　分 �66±2％ � 

引張り　強度 �21．5kg／Cn弓 �ダンベル3号型 打C引張り速度20伽m／分 

引裂き強度 �9．1kg／C涌 

破断時の伸び率 �10：67％ 

最高亀裂幅 �11mm �ゼロスパン塗膜／mmスレート板密着 打C引張り速度50mm／分 

耐　　水　　性 �14．9％膨張 �20℃水に24時間浸漬 

耐アルカリ性 �11．5％膨張 �20℃2％のカセイソーダ水溶液に24時間浸漬 

硬　　　　　度 �30 �ショアーA 

指触乾燥時間 �2～3時間 �貯C　RC構造で1短／ポ塗布 

硬　化　時　間 �24時間 
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■セルコートシート面施工図

■下地の清掃

下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去して下さい。

『下地の処理

シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度

＼ゝノ接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合して下さい0

｝シーラー処理

セルコートシーラーシート用をローラ一・八ケ等でこすりつける様

に塗装して下さい。

シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、

ガラスクロスを貼りつけて下さい。

■下塗り

下塗りは、コテを使用して、こすりつける様に、且つ均一な厚みにな

るように所定量（1也／ポ）塗布して下さい。尚立ち上がり部施工の

場合や冬期に硬化時間を短縮したい場合は、硬化促進剤を混入して

下さい。

混合比率（重量比）は、セルコート100に対し、硬化促進剤・・・5
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■仕上塗り

下塗りが乾燥（12～36時間）後フクレ・ピンホール塗りムラ等があれば

補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg／ポを

コテ・ローラーブラシ等で塗布して下さい。

■注意事項

1エマルション系なので施工後、硬化するまでの問、雨水を避ける

措置をして下さい。又、冬期の施工に於いては凍結に注意して下さい。

2．立上り部施工の場合や、冬期に硬化時間を短縮したい場合は、硬

化促進剤を混合して下さい。混合比率（重量比）は、セルコート

100に対し硬化促進剤5にして下さい。

3．施工用具の汚れが水洗いで落ちない場合は、ラッカーシンナーで

洗って下さい。

4．セルコートに硬化促進剤を混入した場合、翌日は使用できません

ので御注意下さい。

■施工上の注意事項

1．使用前はマザール等でよく損拝して下さい。

2．各工程時の、塗り重ね時間は湿度、気候、施工場所で多少変りま

すので、十分に乾燥していることを確認の上塗り重ねして下さい。

3．下地が濡れている場合は、施工しないで下さい。十分乾燥後施工

して下さい。

4．セルコートは無希釈です。希釈しないで下さい。

5．シーラー塗布等吸込みが激しい場合は、2回塗布して下さい。

6．製造ロットにより多少色が違う場合がありますので、同じ現場で

は、出来るだけ同一ロットを使用して下さい。

7．防水層形成後、各種作業を行う場合は、損傷に注意して下さい。

画画
■セルコート

●ダークグレー

●ダークグリーン

●ダークブラウン

●ブラック

■セルトップ

●NWシルバー　　　　　　　　●NSクリーン

●NWクリーン　　　　　　　　●NSシルバークL／－

●NWシルバーグレー　　　　　●NSクレー

●NWクレー　　　　　　　　　●NSアンバー

●NWアンバー

■保護塗料

上塗りが完全硬化した後、用途（非歩行、軽歩行）に応じてセルトップNW

又は、セルトップNSをローラー（又は刷毛）で2回塗りして下さい。

）ノ

）
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義施工仕様

仕様記号 �膜厚 �ンl－フ－ �セルコートクロス張り又は接着剤 �セルコート �セルコート �保護化粧材（短／ポ） 
（m） �（短／ポ） �（短／ポ） �下塗り（kg／ポ） �上塗り（短／ポ） �セルトップNW �セルトップNS 

SC－1 �2 �0．2 �接着剤　0．3 �1 �1 � � 

SC－2 �2 �0．2 �接着剤　0．3 �1 �1 �非歩行用0．2 �歩行用0．7 

KC－1 �2 �0．2 �セルコート0．3 �1 �1 � � 

KC－2 �2 �0．2 �セルコート8．3 �1 �1 �0．2 �0．7 

1セルコート防水材料一覧

用　　途 �品　　　　名 �荷　　姿 �備　　考 

シ　ー　7　－ �セルコート　シーラーコンクリート用 �14皿　4皿 �アクリル系シーラー 

セルコートシーラーシート用 �148　48 

セルコートSシーラー着削型 �15kg 

セルコートSエポキシシーラー �15kg／S 

防　水　材 �セルコートダークグレー �18kg �アスファルトエマルション系 

セルコートダークグリーン �18kg 

セルコートダークブラウン �18kg 

セルコートブラック �18kg 

防水保革塗料 �セルトップNWシルバー �15kg �非 歩 行 合成樹脂系 ‡琶 

セルトップN仙クリーン �18kg 

セルトップNWシルバーグレー �18kg 

セルトップNWクレー �18kg 

セルトップNWアンバー �18kg 

セルトップNSクリーン �20kg 

セルトップNSシルバーグレー �20kg 

セルトップNSクレー �20kg 

セルトップNSアンバー �20kg 

副　合　材 �めじテープ外部用 �100mmx15m1％8着 �末加硫ゴム セル工ポ �10kgセット・1短セット �エポキシ系 

硬化促進剤 �18 � 

シ　ール　材 �セルシールPUN �32加g／力一ト1％20本 �ポリウレタン系 

ハイトコークN �330戚／カート1％20本 �アクリル系 
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