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屋上防水用改修ドレン
屋上防水用脱気部材

W199-C

信頼の結束

高機能高機能

高精密高精密 高品質高品質

（2017年5月改訂）



ネオ・シールテープN
ネオ・ルーフィングE、ニューブレン

ネオ・ルーフィングRN

ネオ・シール

ネオドレン タテ

A型ストレーナー タテ
ネオ・シールテープN
ネオ・ルーフィングE、ニューブレン

ネオ・ルーフィングRN

ネオ・シール

ネオ・ドレン ヨコ

L型ストレーナー ヨコ

ネオ･ドレン タテ ネオ･ドレン ヨコ

ゴム製ドレン
名称 ネオ･ドレン タテ ネオ･ドレン ヨコ
用途 加硫ゴム系シート防水用 加硫ゴム系シート防水用
材質 ゴム ゴム
付属品 ゴム製ホース（長300㎜） PVC製ジャバラホース（長600㎜）

屋上防水改修用ゴム製ドレン

●耐候性に優れています
●施工が容易です
●下地の凹凸に沿いやすい
● 排水性に優れています

■形状と寸法

■施工例

■形状と寸法

■施工例
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呼称
落し口径(mm) ホース径(mm)
内径 外径 内径 外径

φ50用 φ39±1.0 φ43±1.0 φ43±1.0 φ47±1.0
φ75用 φ57±1.0 φ61±1.0 φ61±1.0 φ65±1.0
φ100用 φ85±1.0 φ89±1.0 φ89±1.0 φ95±1.0

呼称
落し口径(mm) ホース径(mm)
内径 外径 内径 外径

φ50用 φ33±1.0 φ38±1.0 φ38±1.0 φ45±1.0
φ75用 φ57±1.0 φ62±1.0 φ62±1.0 φ73±1.0
φ100用 φ71±1.0 φ76±1.0 φ76±1.0 φ87±1.0

ネオ・ドレン タテ

ネオ・ドレン ヨコ

特 長

ドレーン本体形状 ドレーン本体形状厚さ2mm 厚さ2mm

ホース ：ゴム製ホース(長さ：300mm)
ストレーナー ：A型ストレーナー縦(大)  アルミダイキャスト製

ホース ：PVC製ジャバラホース(長さ：600mm)
ストレーナー ：L型ストレーナー横(小)  アルミダイキャスト製



● ステンレスキャップの脱気筒です。
ステンレスキャップで、本体をすっぽり覆うので、
美しく耐久性にすぐれています。

●構造が簡単で、取付け作業性に優れています。
● 材質は、本体及びキャッブともステンレスを使用して
おりますので、耐久性に優れています。

ネオ･シール

ネオ･ベントップ

（増張り用400～600mm角）

ネオ･ボンドR塗布

ネオ･ルーフィングRN
（増張り用300mm角）

ネオ・ルーフィング又は、防水本体

■ネオ・ベントップの施工例 ■施工要領

ネオ・ベントップ ネオ・ベントップSUS

SUS

① ネオ･ルーフィングの敷設後、ネオ･ベントップを設置箇所に
印をつけます。

② 印をつけた箇所のネオ･ルーフィングをφ50mm程度で切り
抜きます。

③ ネオ･ベントップの中心を切り抜いた穴の中心に置き、付属の
ホールアンカー用の穴をあけ、ホールアンカーで固定する。

④ ネオ･ベントップの台座と台座から50mm程度にネオ･ボンド
Rを塗布、中心部にφ50mmの穴をあけた300mm角のネオ
･ルーフィングRNを増張りする。

⑤ 増張りの上にネオ･ボンドRを塗布、中心部に50mmφの穴
をあけた400mm～600mm角のネオ･ルーフィング（外側端
末にネオ・シールテープNを張り付ける）を張りつける。

⑥ 張り付けたネオ･ルーフィングの端末にネオ･シールを充填する。

※ネオ･ベントップSUSも同様です。

（単位：mm）
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 ふくれ防止機能をもつ防水シート
「ネオ･ルーフィングSPE」
または脱気テープとの組合わせで、
すぐれた脱気効果を発揮します。

®
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変成シリコーン系シーリング材

変成シリコーン系シーリング材

変成シリコーン系シーリング材

ネオ・シールテープN

ネオ・アングル（M-2）

ネオ・パラベントップ

ネオ・ルーフィングE
ネオ・ルーフィングRN

ネオ・ルーフィングSPE

通気テープ

側溝 ドレーン
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パラペット 脱気テープ

脱気テープ

ネオ・ルーフィングE
ニューブレン

※下地の水分状態により、設置ピッチ、数量は変更して下さい。

ネオ・ベントップ
ネオ・ベントップSUSネオ・ベントップ

ネオ・ベントップSUS
2,000～4,000

水蒸気の流れ

■脱気テープ、ネオ・ベントップ、ネオ・ベントップSUSの施工例

ポリエステルテープに2本のブチルゴムを積層
し下地への強固な接着と下地水分の排気効率
を向上させました。

ステンレス製の立上り部専用脱気部材です。

ネオ・パラベントップ

脱気テープ

■施工例

用途 脱気筒 脱気盤(立上り用) 脱気テープ
名称 ネオ･ベントップ ネオ･ベントップＳＵＳ ネオ･パラベントップ 脱気テープ

用途 加硫ゴム系シート防水用
ウレタン塗膜防水用

加硫ゴム系シート防水用
ウレタン塗膜防水用

加硫ゴム系シート防水用
ウレタン塗膜防水用 加硫ゴム系シート防水用

材質 本体：特殊樹脂
キャップ：ステンレス

本体：ステンレス
キャップ：ステンレス 本体：ステンレス 本体：ポリエステル

粘着材：ブチルゴム

規格 台座φ220㎜×高200㎜×キャップ径φ70㎜ 台座φ180㎜×高210㎜×キャップ径φ50㎜ 縦150㎜×横140㎜×高さ18.1㎜
（通気テープ：幅45㎜×長400㎜） 厚0.25㎜×幅50㎜×長30m

梱包
（1箱あたり）

本体2個
固定用アンカー（3本）×2セット

本体2個
固定用アンカー（3本）×2セット

本体10個
固定用アンカー（4本）×10セット

通気テープ10巻
本体10巻

(単位：mm)
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鉛

改修ドレン用ストレーナー

屋上防水改修用鉛製ドレン

●タテ型は板部と管部が一体化
●施工が容易です
●下地の凹凸に沿いやすい

ネオ・ドレン鉛　タテ
呼称

管径（㎜） 鉄板サイズ
(mm)内径 外径 長さ

φ40用 φ32±2.0 φ35±2.0

180

φ260
φ50用 φ45±2.0 φ48±2.0
φ60用 φ55±2.0 φ58±2.0

φ300
φ70用 φ65±2.0 φ68±2.0
φ80用 φ75±2.0 φ78±2.0
φ90用 φ85±2.0 φ88±2.0
φ100用 φ95±2.0 φ98±2.0
φ130用 φ125±2.0 φ128±2.0 φ350

ネオ・ドレン鉛　ヨコ
呼称

管径（㎜） 鉄板サイズ
(mm)内径 外径 長さ

φ30用 φ32±2.0 φ35±2.0

400
260×260

φ40用 φ32±2.0 φ35±2.0
φ50用 φ45±2.0 φ48±2.0
φ60用 φ55±2.0 φ58±2.0
φ70用 φ65±2.0 φ68±2.0 300×300
φ80用 φ75±2.0 φ78±2.0 500

350×350
φ90用 φ85±2.0 φ88±2.0

700
φ100用 φ95±2.0 φ98±2.0

450×450
φ110用 φ95±2.0 φ98±2.0
φ130用 φ125±2.0 φ128±2.0
φ140用 φ125±2.0 φ128±2.0

ネオ・ドレン鉛  タテ

L型ストレーナー ヨコ

改修ドレン用ストレーナー
名称 A型ストレーナー  タテ L型ストレーナー  ヨコ
用途 改修ドレン用 改修ドレン用
材質 アルミダイキャスト アルミダイキャスト
梱包

（1箱あたり） 本体2個 本体2個

製品名称 適用配管（㎜） サイズ（㎜）
A型ストレーナー タテ（大） φ50～140 幅160×高108
A型ストレーナー タテ（小） φ40～70 幅95×高30
L型ストレーナー ヨコ（大） φ50～140 幅145×高120
L型ストレーナー ヨコ（小） φ30～70 幅110×高95

特 長

A型ストレーナー タテ

ネオ・ドレン鉛  ヨコ

高機能

高精密 高品質

鉛製ドレン
名称 ネオ･ドレン鉛　タテ ネオ･ドレン　ヨコ

用途
加硫ゴム系シート防水用
ウレタン塗膜防水用

　　　トーチ工法用　　等

加硫ゴム系シート防水用
ウレタン塗膜防水用

　　　トーチ工法用　　等
材質 鉛 鉛
梱包

（1箱あたり） 本体2個 本体2個
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①お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
②最新のカタログかどうか、お確かめください。
③ご不明の点がありましたら、上記までお問合せください。

高機能

高精密 高品質

建設資材事業部

神 戸 本 社 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
☎(078)685-5771　FAX(078)685-5681
www.mitsuboshi.co.jp

東 部 建築課 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号
☎(03)5202-2506　FAX(03)5202-2526

近 畿 建築課 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
☎(078)685-5791　FAX(078)685-5789

西 部 建築課
（広島事務所）

〒738-0004 広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
☎(0829)32-9292　FAX(0829)32-9294

名古屋営業所 〒485-0077 小牧市大字西之島1818番地
(三ツ星ベルト株式会社 名古屋工場内)
☎(0568)41-7600　FAX(0568)41-7601

札 幌 営業所 〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号
☎(011)841-9131　FAX(011)812-9370

福 岡 営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付1丁目3番1号
☎(092)441-4453　FAX(092)451-7186

四 国 事務所 〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2893番地
☎(0879)42-3189　FAX(0879)42-2295

http://www.mitsuboshi.co.jp



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 350
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN (['PDF 200)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


