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RV-101 工法〈施工例〉
日本建築学会 JASS8仕様　S-RF（RV-101、RV-102、RV-201※）※軽歩行仕上げです

※断熱材の種類、厚みについてはご相談ください。
※ALCパネル下地の場合の工法No.は末尾の数字が2になります。（例　RV-202工法）
※ ALCパネル下地の場合には、ネオ・ルーフィングEBを用いたRV-202EBの施工も可能です。
※ネオ・ルーフィングE（糊付）を採用した場合には、シート面に接着剤を塗布する必要はありません。

※フラットタイトPの塗布量はフラットタイトPを1、水1、セメント2（重量比）を混合した場合です。
※ネオ・ルーフィングカラー、SPE、EBについては専用カタログをご参照ください。
※ 日本建築学会JASS8仕様の場合の、ネオ・カラーAまたはネオ・カラーEの塗布量は0.25kg/㎡
です。
詳しくは、ネオ・ルーフィング標準施工仕様書をご参照下さい。

仕様No. 適用下地 1 2 3 4

RV-101

RC 
PCa部材

ネオ・プライマー
 0.2kg/m2

ネオ・ボンドR
0.25kg/m2（下地）
0.15kg/m2（シート）

ネオ・ルーフィングE ネオ・カラー

RV-101C ネオ・ルーフィングカラー

RV-101EB ネオ・ボンド
0.3kg/m2（下地） ネオ・ルーフィングEB ネオ・カラー

RV-102

ALCパネル

ネオ・プライマーALC 
0.45kg/m2  

または
フラットタイトP 
0.6kg/m2

ネオ・ボンドR
0.25kg/m2（下地）
0.15kg/m2（シート）

ネオ・ルーフィングE ネオ・カラー

RV-102C ネオ・ルーフィングカラー

RV-102EB ネオ・ボンド
0.3kg/m2（下地） ネオ・ルーフィングEB ネオ・カラー

仕様No. 適用下地 1 2 3 4

RV-201
RC、PCa部材
ALCパネル

RC、PCa部材
ネオ・プライマー 0.2kg/m2

ALCパネル
ネオ・プラマー ALC 
0.45kg/m2   

又は
フラットタイトP
0.6kg/m2

ネオ・ボンドR
0.25kg/m2（下地）
0.15kg/m2

（シート、緩衝材）

ネオ・ルーフィングE

ネオ・トップルーフA
（0.8〜 1.2kg/m2）

RV-201SP ネオ・ルーフィングSPE

※笠木のネオレタンは施工例であり、現場単位で仕様を選択してください。

ネオ・カラークール、ネオ・クールフレッシュを塗布した高日射反射率防水工法はグリーン購入法特定調達品対象となります。

接 着
防水工法

露出 接着ネオ・ルーフィングＥ

弾性、伸縮特性が優れているため、下地への適応性に優れ、亀裂追随性、繰り返し伸縮に優れています。
常温での施工が可能で、工程数が少なく、工期の短縮が図れます。 比較的急勾配な屋根から、変形屋根に至る広範囲の屋根に施工が可能です。

50年以上の実績のある、シート防水のスタンダードな仕様です。
一般屋上防水､ドーム屋根､ALC屋根など広く使用されています。

ネオ・アングル

NRプライマー

ネオレタンリード®T
ネオレタンリード®T

ネオ・クロス

シーリング材

ネオレタンリード®T NRカラー®

ネオ・シールテープN

ネオ・カラー

ネオ・ルーフィングE

ネオ・ボンドR
ネオ・プライマー

ネオ・シールテープN
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ネオ・ルーフィングSPE

ネオ・ルーフィングE

ネオ・ボンドR

ネオ・ボンドR

ネオ・プライマー

ネオ・カラー

ネオ・ベントップ
ネオ・シールテープN

ふくれ防止対策についてのお願い
●デッキプレート下地、打ち込み断熱下地でコンクリート中の水分が逃げにくい。
●下地の乾燥養生期間が十分にとれない。
　など、下地の水分の影響が大きく、ふくれ発生の心配がある場合には
◎ネオ・ルーフィングSPE等の脱気工法の採用
◎立上り部での脱気板の設置、脱気テープ工法
　などふくれ防止対策が必要です。ご計画の段階で当社までお問い合わせください。

RV-101SP工法〈施工例〉

ネオ・ルーフィングＳＰＥ®

下地水分を脱気筒へ導く溝付樹脂層を積層した防水シートを使用します。
ふくれ防止効果があります。

※立上り周囲及び構造物周囲は積層材とネオ・ルーフィングEを別施工してもよい。
詳しくは、専用カタログ・標準施工仕様書をご参照下さい。
※仕上げ塗料は標準カラー、高耐候性塗料、高日射反射率塗料も選択できます。

ふくれ防止機能付加シート接着工法（RV-101SP）適用下地：RC
1 ネオ・プライマー　0.2kg/m2

2 ネオ・ボンドR　0.25kg/m2（下地）、0.15kg/m2（シート）

3 ネオ・ルーフィングSPE

4 ネオ･カラー

接 着
防水工法

ネオ・カラークール、ネオ・クールフレッシュを塗布した高日射反射率防水工法はグリーン購入法特定調達品対象となります。
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ネオ・シールテープN ネオ・カラー

ネオ・ルーフィングRN
ネオ・ルーフィングE

断熱材

ネオ・ボンドR

ネオ・プライマー

切れ目

詳しくは､専用カタログ･標準施工仕様書をご参照下さい｡

ネオ・ルーフィングＥ
RV-401工法〈施工例〉

断熱材
ネオ・ボンドR

ネオ・シールテープN

ネオ・ルーフィングカラー

ネオ・ルーフィングRN

ネオ・プライマー

切れ目

加硫ゴム系カラーシートを使用します。
断熱材は発泡ポリエチレンを使用します。

RV-401C工法〈施工例〉

ネオ・ルーフィングカラー

※ 断熱材の厚さは50mmまでは「建築基準法」の防火関連規定に基づき建設省告示1365号および1361号で認められています。
※断熱材の種類、厚みについてはご相談ください。
※ 日本建築学会JASS8仕様の場合の、ネオ・カラーAまたはネオ・カラーEの塗布量は0.25kg/㎡です。
※ネオ・ルーフィングE（糊付）を採用した場合には、シート面に接着剤を塗布する必要はありません。詳しくは､標準施工仕様書をご参照下さい｡
※仕上げ塗料は標準カラー、高耐候性塗料、高日射反射率塗料も選択できます。

仕様No. 適用下地 1 2 3 4 5 6

RV-401

RC、PCa部材
ALCパネル

RC、PCa部材
ネオ・プライマー 0.2kg/m2

ALCパネル
ネオ・プライマーALC 
0.45kg/m2   

又はフラットタイトP 
0.6kg/m2

ネオ・ボンドR
0.25kg/m2（下地）
0.15kg/m2（断熱材）

断熱材
（発泡ポリエチレン）

ネオ・ボンドR
0.15kg/m2（断熱材）
0.15kg/m2（シート）

ネオ・ルーフィングE
ネオ・カラー

NB-401 ニューブレン

RV-401C ネオ・ルーフィングカラー

断熱接着
防水工法

露出 断熱 接着

ネオ・カラークール、ネオ・クールフレッシュを塗布した高日射反射率防水工法はグリーン購入法特定調達品対象となります。

断熱材は発泡ポリエチレンを使用します。断熱材の厚みを変えることにより、所要の断熱効果を得ることができます。

加硫ゴム系シート防水の軽量メリットと外断熱による
省エネルギーに優れた工法です。
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製品一覧表

シート防水材及び副資材

加硫ゴム系シート防水材

ネオ・ルーフィングE 1.0mm厚 1.0mmＴ×1,200mmW×20ｍL 露出工法一般タイプ

1.2 1.2×1,200×10,15,20

1.5 1.5×1,200×15

2.0 2.0×1,200×10

ネオ・ルーフィングE糊付 1.2 1.2×1,200×10,15 露出工法一般タイプ フィルム無し　接着剤付きシート

1.5 1.5×1,200×10

2.0 2.0×1,200×10 ＊2.0mm厚は受注生産

ネオ・ルーフィングカラー 1.2 1.2×1,200×10,20 カラーゴム層積層タイプ

1.5 1.5×1,200×15

2.0 2.0×1,200×10

ネオ・ルーフィングSPE 5.2(1.2+4.0) 5.2×1,200×20 脱気機能付加タイプ

ネオ・ルーフィングEB 1.3 1.3×1,200×20 ALCパネル向き 粘着層積層タイプ

1.5 1.5×1,200×15 ※受注生産

ネオ・ルーフィングFB 1.7 1.7×1,200×15 押さえ層打設工法用 粘着層積層タイプ

下地処理材

ネオ・プライマー 15kg/缶 溶剤系

ネオ・プライマーALC 15kg/缶 ALCパネル専用

ネオ・プライマーPV 15kg/缶 塩ビシート下地用

ネオ・ジョイントプライマー 12kg/缶 シートジョイント用

下地調整材

フラットタイトP 18kg/缶 エチレン酢ビ系現場配合タイプ

フラットタイトA 20kg/缶 仮防水タイプ

接着剤

ネオ・ボンドR(RW) 15kg/缶 溶剤系(夏用、冬用) Wは冬用

ネオ・ボンドA 15kg/缶 水性（FBシート専用）

ネオ・ボンドF 15kg/缶 FBシート専用

ネオ・ボンド 15kg/缶 EBシート専用

ネオ・ボンド110JS 6kg/セット(主剤3kg　硬化剤3kg) ジョイント専用

テナックJボンド 5kg/缶 ジョイント専用

不定形シーリング材

ネオ・シール 330ccカートリッヂ(25本/箱) ブチルゴム系シール材

表面仕上材・軽舗装材

ネオ・カラーA 15kg/缶 水性アクリルエマルション

ネオ・カラーE 15kg/缶 溶剤系

ネオ・トップルーフA 18kg/缶 軽舗装用塗料

ネオ・カラーASI 15kg/缶 グレー､グリーン アクリルシリコン系

ネオ・クールフレッシュ 20kg/缶 グレー､グリーン、ホワイト 高反射塗料　グリーン購入法適合製品

ネオ・カラークール 15kg/缶 グレー､ライトグレー､グリーン 高反射塗料　グリーン購入法適合製品

テープ類(粘着タイプ)

EBテープ 1.1mm厚 1.1×120×20 (5巻/箱) ALCパネルの目地補強等

1.3mm厚 1.3×120×20 (5巻/箱)

ネオ・ルーフィングRN 50mm幅 1.5×50×10 (6巻/箱) 出入隅用増張りテープ ※受注生産

100mm幅 1.5×100×10 (4巻/箱)

200mm幅 1.5×200×10 (2巻/箱)

300mm幅 1.5×300×10 (1巻/箱)

ネオ・シールテープ 30mm幅 2.0×30×10 (10巻/箱) シート端部補強用 ※受注生産

50mm幅 2.0×50×10 (6巻/箱)

100mm幅 2.0×100×10 (4巻/箱)

300mm幅 2.0×300×10 (1巻/箱)

ネオ・シールテープN(糸入り) 30mm幅 0.8×30×30 (10巻/箱) シートジョイント用

ネオ・ジョイントテープ 50mm幅 0.8×50×20 (8巻/箱) シートジョイント用

110mm幅 1.0×110×15 (4巻/箱)

Dテープ 30mm幅 0.8×30×30 (10巻/箱) 断熱工法シートジョイント用

EJテープ 70mm幅 1.8×70×15 (6巻/箱) シートジョイント補強用

105mm幅 1.8×105×15 受注生産

200mm幅 1.8×200×15 (2巻/箱) 受注生産

品　名 規　格 主工法 備　考
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建 設 資 材 事 業 部

W24601001905UR10629856

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

http://www.mitsuboshi.co.jp
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




