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セルコートSはアスファルトエマルション系防水剤

で、なおかつ一液型の厚つけ速乾型塗膜防水材です。

特　長

①一液型の水性なので作業性・安全性に優れて

いる。

②塗膜は伸縮性があり下地に追従します。

③砂骨ローラーで施工ができます。

④ノンスリップ型で耐蝕性・耐水性等に優れている。

⑤上塗（セルトップNW）を塗布することで耐●

候性が向上します。

⑥立ち上がり面・出隅・入り隅・平面の施工が

簡単です。

⑦乾燥が早い。

用　途

・屋上、ベランダ専用



I . 使用材料

＜下塗材＞

でル コ ー ト シ ー ラ ー アルカリ止め

・ コンクリート用 乳白色 14 e, 4 e 下地補強

! ・シ ー ト 用 吸い込み止め

1 セルコ ートSシー ラー，溶剤型 透明 15 kg 下地補強、 吸い込み止め

セルコ ートSエポキシシー ラー 透明 15 kg/s 激しい吸い込み止め

セルコート FAP用シーラー （水系） 乳白色 14Q, 4Q FRP専用

セルコート FRPプライマー （溶剤型） 乳白色 l4Q, 4Q FRP専用

＜防水材＞

セルコ ートS 各色    1            , 8kg,  4如 ノンスリップ防水層

※色調…ダークグリ ーン、 ダークブラウン、 ダークグレー

※セルコ ー トSは立上用兼用です。

＜上塗材＞

セルトップ NWシルバー 15 kg 

NWグリ ーン 18 kg 

NWツJliバーグ[;- 18 kg ＇ 非歩行用

NWグレー 18 kg 

NWアンパー 18 kg （水系）

くその他＞

補強材 ガラスクロス

シ ー リング材：

セ ル シ ー ル P U - N グレー，白 320叫 (1成分形ポリウレタン系）

セルシールPUプライマー 半透明 4 e, , e （ポリウレタン系）

ー



Ⅱ．標準施工仕様

ベランダ用工程表

S－1下地コンクリート及びモルタル面（新設）

工　程 ��材料名 �希釈量 �塗布量 �塗装方法 �塗り重ね時間 �養生 
（％） �（kg／m2） ��（25℃） �（25℃） 

1 �素地調整 �●下地に付着した汚れ・ゴミ・油分・水分等を処理（清掃・乾燥）する。 ●表面のレイタンス等はディスクサンタ一等で処理し集塵機等で清掃する。 
●下地条件（4～5ページ）を参照してください。 

2 �－ �セルコートシーラー・ 　コンクリート用 �無希釈 �0．15、0．20 �中毛ローラー刷毛 �3時間以上 � ニ／－フ－ 

3 �主　材 �セルコートS �無希釈 �0．80－1．00 �砂骨ローラー細目 �3時間以上 � 

4 ��セルコートS ��0．80一一1．00 ��6時間以上 � 

5 ��セルコートS ��0．80一一1．00 ��12時間以上 �72時間以上 

※吸い込みの激しい場合は、セルコートシーラーを2回塗布してください。

※コンクリートの脆弱な箇所には、セルコートSシーラー，溶剤型又は、セルコートSエポ

キシシーラーを使用して下さい。
※耐候性を向上するには上塗（セルトップNW）を御使用ください。

S－2　ウレタン防水及びシート防水面（塗替）

工　程 ��材料名 �希釈量 �塗布量 �塗装方法 �塗り重ね時間 �養生 
（％） �（kg／m2） ��（25℃） �（25℃） 

1素地調整 ��●下地に付着した汚れ・コ三・油分・水分等を処理（清掃・乾燥）する。 ●表面のレイタンス等はディスクサンダー等で処理し集塵機等で清掃する。 
●下地条件（4～5ページ）を参照してください。 

2 �－ �セルコートシーラー・ 　　シート用 �無希釈 �0．15～0．20 �－ �3時間以上 � ニ／－フー ����中毛ロープ一風毛 

3 �主　材 �セルコートS �無希釈 �0．80～1．00 �砂骨ローラ・一細目 　！ 　　喜 �3時間以上 � 

4 ��セルコートS ��0．80一一1．00 ��6時間以上 � 

5 ��セルコートS ��0．80一一1．00 ��12時間以上 �72時間以上 

※吸い込みの激しい場合は、セルコートシーラーを2回塗布してください。

※コンクリートの脆弱な箇所には、セルコートSシーラー、溶剤型文は、セルコートSエ

ポキシシーラーを使用して下さい。
※耐候性を向上するには上塗（セルトップNW）を御使用くださいニ

S－3　セルトップNW

工　程 �材料名 �希釈量 （％） �塗布量　重言≡三重〇重ね時間 （kgノrm三コ・　　：三三℃） �養生 （25℃） 

1】上　塗 �セルトップNW �0－5　0．15－二三二二毒二一ラー　≡≡章笥以上 ��24時間以上 
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Ⅲ．下地条件

モルタル面

・コンクリート押え、又はモルタル下地（金ゴテ押え）とする。

・下地は十分に乾燥している事。

※含水率8％低下、PHlO以下（コンクリート、モルタル後は夏期2週間以上、冬季3

週間以上）

・水勾配は歩行用屋根防水は1／100以上、露出用屋根防水1／50以上とすること。

・表面のレイタンス、ぜい弱部、油等の汚れ、砂塵境等が除去されていること。

・出隅は半径20mm程度のRとする。

・入隅は45度の面又は、半径30mm程度のRとする。
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Ⅳ．下塗り材

セルコートシーラー塗布（ハケ又はローラー使用）

・シーラーは撹拝機を用いて均一にしてください。

・シーラーの塗り残しはセルコートSの付着不良、ふくれの原因になりますので注意して

ください。

・吸い込みの激しい下地にはシーラーを2－3回塗布して下さい。

・コンクリート、モルタル面にはコンクリート用シーラーをウレタン防水、シート防水、

アスファルトルーフィングにはシート用シーラーを用いてください。

・セルコートシーラーは無希釈です。

・ドレン、パイプなどの金物回りの処理は、ワイヤーブラシ又は溶剤などを使用しタール、

さび、油分を除去してシーラーを塗布してください。

・クロスの下には必ずセルコートSを塗布してください。

6
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・シート防水及びウレタン防水のふくれの処理はガラスクロスを貼り、W－2工法で施工

してください。

岳l芦l撃
V．防水層

・セルコートSは一液型アスファルトエマルションです。

・撹拝機は低速回転でスクリュー羽根が付いたものを使用してください。フクレの原因にな二一

る泡を巻き込むおそれがあります。

・立ち上がりや冬期の場合は硬化促進剤を混入して下さい。

混合比率（質量比）は冬期セルコートSlOOに対し、硬化促進剤10

混合比率（質量比）は夏期セルコートSlOOに対し、硬化促進剤　5

・フクレの個所は各種、指定の接着剤を使用ください。シート部はヨムノリ、ルーフィング

部は渥青質等。

・ガラスクロスの下に必ずセルコートSを塗布してください。
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Ⅵ．保護塗料

セルトップ　　NW　（非歩行用）

・耐候性、耐水性、耐蝕性に優れています。

・水系なので火気にも安全です。

・防水塗膜によく追従します。

・屋上仕様には必ずセルトップNWを使用してください。

・アスファルト防水、シート防水、ウレタン防水などの塗哲の保護塗料としても使用してい

ます。

・セルコートSは少しタックがありますので必要によりセルトップNWを使用してください。

Ⅶ．施工上の注意事項

①下地が濡れている場合は、施工しないでください。含水率8％以内まで十分乾燥・施工

してください。

②降雨。降雪等が予想される場合は施工を中止してください。

⑨低温時（5℃以下）では硬化しません。施工を避けてください。

④コンクリートの脆弱な箇所には、セルコートSシーラー・溶剤型又は、セルコートSエ

ポキシシーラーを使用してください。

⑤シーラー塗布等、吸い込みが激しい場合、2回塗布してください。

⑥旧塗膜の種類、表面状態を確認してください。旧塗膜の状態によっては下地調整が必要と

なりますので関西パテ化工（株）にご相談ください。

⑦セルコートSは無希釈です。希釈しないでください。

⑧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

してください。

⑨セルコートSは、砂骨ローラーを使用してください。

⑲防水層形成後、各種の作業を行う場合は損傷に注意してください。

10
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