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心地よい暮らしを
地球環境を考えた住まいを求めると

セルローズ断熱に自然とたどり着きました。
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私たちの暮らしの中で一番快適な空間は 「心地よい湿度と

温度差のない」環境です。

「ファイバーエース」は、呼吸が出来る木質繊維で調湿を行

える優れた断熱材です。セルダンD工 法は、このフアイノヽ一

エースで住まいをすつぽり包み込むことで夏涼しく、冬暖か

くしかも湿度を程よく感じる高断熱工法です。

自然の力を住まいに生かすことで環境に優しい住まいが実現

します。

ファイバーエース Mtte麗顧
幽フアイバーエース (セルローズファイバー)と は

天然の本質繊維のこと。なぜ天然繊維が優れているのか。その

秘密は自然がつくつた小さな空気の粒にあります。セルローズフア

イバーはさまざまな太さの繊維が絡み合つています。この繊維の

絡み合いが空気の層をつくることはもちろん、1本 1本の繊維の

中にも自然の空気胞が存在しているのです。この空気の存在が

よりいつそう熱や音を伝えにくくします。さらに、本質繊維特有の

吸放湿性で適度な湿度を保ちます。

セルダンD工 法 Mtthod
繭セルダンD工 法とは

効果的な断熱施工を行うには、素材の性能の良いことはいうまで

もなく、加えて施工法がその性能を十分に活かせるものでなけれ

ばいけません。セルダンD工 法は、手の届かない隙間へ簡単に

施工できる乾式吹き込み工法です。従来の断熱材のような敷き

込み工事はいつさい不要です。だから新築でも増 。改築でも、あ

らゆる建物に対して、お客様の二一ズにスピーディーかつ的確に

お応えできます。

a
安全1生

添加されているホウ素系薬品は

医療や食器(「も使用されており、

人体への悪影響はあ
'り
ません。

快適4奎

∫〔黄ecξl◎覺
保守ll■

デリケートな赤ちゃんのお肌にも

安心。天然素材の限りないや

さしさが、家庭をおおらかに包み

込み快適な住空間を提供します。

猛暑、厳冬、騒音などの住む人

に不快となるさまざまな要因をす
べてシヤントアウト。家庭に安ら

ぎのひとときを取り戻します。
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ⅣIaterial―Fiber Ace

ファイバーエースは、綿状の木質繊維で、それ自体が空気を内包してい

て熱を伝えにくい1生質をもつています。しかも、隙間なく施工できるので、

マット状断熱材のように、その継目や隙間から暖気や冷気が出入するこ

ともありません。

夏は熱気を抑えて涼しく、冬は寒気を防し)で暖かく、快適環境の中で冷

暖房費を節約することが可能です。C02削減は時代の要請でもあります。

ファイバーエースで環境にやさしい生活を実現しましょう。

防燃性 盈鷲P繭
万―の火災 にも対応万全

ファイバーエースは、防燃処理され、炎にも表面が焦

げるだけです。万が一人災にあつたとしても延焼を防

ぎ、有毒ガスの発生もありません。(難燃3級 )

撥水性 驚霧ぽ降覇
水をはじくから雨漏 りにも安心

屋根のわずかな雨漏りに対しても大丈夫。水をはじく

処理を施してありますので、フアイバーエースが水を吸つ

て重くなり、天丼に負担が掛かることはありません。
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安全性 鰺鶯y
国際的に認めらねた安全性

ファイバーエースは本質繊維であり、添加されてしヽる

ホウ素系薬品は医療にも使用され、人体への蓄積や残

留がありません。 (財)日 本建築総合試験所で F☆ ☆

☆☆同等の性能が証明されています。

防 錆 性 R競 醸 c自 幾感

クギなどの金属をさびさせない

クギや建築金属等と接触しても、錆の発生等がありま

せん。錆によつて建物が破壊される心配がありません。

防 カ ビ
ll生

躍 睦酢c舞強豪

カビや害虫を寄せつけません

ホウ素系薬品による特殊処理と天然素材がもつ吸放湿

性の効果でカビや菌の発生を防止。またゴキブリ、シ

ロアリ等の害虫にも効果があります。

エコロ 日ごolosy

原料にリサイクル紙を使用

主原料として、新聞残紙を使用しています。

ジー

太さが均一で固い針のような無機繊維に比

べて、フアイバーエースはさまざまな太さ

の繊維が絡み合つています。この繊維の絡

み合いが空気の層をつくり、1本 1本 の繊

維の中にも自然の空気胞が存在しています。

この空気の存在がよりいつそう熱や音を伝

えにくくします。さらに、本質繊維特有の吸

放湿性で適度な湿度を保ちます。

フアイバーエース

1本1本の繊維の中にも小

さな空気胞があり、これが

高い断熱性を生む。

無機繊維

グラスウールなどの無機繊

維は、堅い針状で、繊維自

体に空気胞はない。
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PIlethod―Seldan D

専用の施工機で行う

い部分の小さな隙間に

断熱性 菫塗3顧蘊g 省
エ ネ 性 鶴貌囀 畿霧 霊換頓 gy

夏涼しく、冬暖かい快適空間

優れた断熱性能を持つフアイバーエースを、セルダン

D工 法により、隙間なく吹き込むことで、夏は外部から

の熱の進入を抑え、冬は室内の熱を逃しません。家の

中での温度差が少なく、快適な住環境となります。

酬断熱1生能と隙間

※上記の表は隙間と、その性能の低下を表したものです。隙間率は施

工面積に対する隙間面積の百分率です。性能比は隙間率0%の とき

を100としたものです。

経済的に室内の温度をコントロール

セルダンD工法を施した住まいは、その高い総合性能

により、住宅金融公庫の新省エネルギー基準に適合。

暖房費で約7害」、冷房費で約3害」の光熱費の節約が

可能です。

調湿性 砂ett P鰺続
結露を防ぎ、いつも最適な湿度

木質繊維のフアイバーエース|よ呼吸します。周囲の状

態に応じて水蒸気を吸つたり吐いたりしているのです。

この吸放湿性が適度な湿度をもたらし結露を防ざます。

防 音 性 鶴。議幾dP紳 o∫

騒音 を抑 え、快適環境 をつくる

吸音材として優れた性能を持つフアイバーエースを高

密度で隙間なく施工することによつて日常生活の音、

屋外からの騒音、室内から屋外へ逃げるプライベート

音を和らげます。効果的な防音処方として、高い評価

を受けています。

脚吸音特性 (厚さ50m/m)

残
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(財)日本建築総合試験所

MAM6:00の 室温と外気温との関係
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秋田工業専門学校実験棟データ

田 ファイバーエース :

鱚 従来断熱材
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懸対象部位

天丼 (密度25kg/m3)

壁 (密度55kg/m3± 5kg)

熱伝導率 (λ)0037w/(mk)

圏特長

熱の逃げる隙間をつくらず、どんなに狭く複雑な壁や

天丼裏でも簡単に施工できます。

囲施工方法

天丼裏は、所定の厚さに吹き込みます。壁は、専用シー

トを貼り、専用シートに小穴をあけて吹き込みます。

床は下面に受板か専用シートをはり、その上に吹き込

みます。

※天丼部位の小屋裏側裏面に防湿層を設けない場合は、小屋裏換気

が有効に行われるよう、特に配慮します。 小屋裏吹き込み施工

壁吹き込み施工 屋根吹き込み施工

わずかな隙間もなくすため、天丼照明器具 (ダウンライト)は S―Bマ ークの器具を使用します。

セルダンD工 法の吹き込みによる施工でダウンライトが覆われても安全です。

やむおえずM型 を使用する場合は、照明器具とフアイバーエースは10cm以 上離します。

M型 タイプの設置方法

※投光器等の高熱を発する器材を、

ファイバーエース ファイノ`一エース

S―B型 適合品タイプの設置方法

ファイバーエースの上に直接置かないで下さい。



■小屋裏 ■屋根
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ファイバーエースならではの断熱効果
住宅における断熱対策を行うと、夏の暑さや冬の寒さが和らぎ、エネルギー料金の

節約となり、防音性能と相まつて快適さが向上します。そのために住まいのエネル

ギー費効率化分析を行いファイバーエースによる断熱対策をお薦めします。

住宅の熱の逃げ場は天丼 ・壁 ・床の順です。 ファイバーエースと一般の断熱材との比較

断熱対策をしてしヽない住宅は図のような比率で熱を逃

がしています。

天丼242%

換気・すきま風
11 8%

ドア12%

ファイバーエースは隙間なく施工できることが特長です。

夏は屋根からの熱を遮断し、冬は室内の暖かさを逃が

しません。一般の断熱材|よ隙間が生じやすい為、夏は

屋根から熱が入り込み、冬は室内の暖かさが逃げてし

まいます。特に筋交い部分なども十分な充填ができ、

より断熱性を向上します。

外壁337%

ファイバーエース 一般の断熱材

ファペ■ヽ一エース

躙ファイバーエース物性表

1 熱 伝 導 率
(平均温度25℃)

λ=0037W/(m・ K)10 034kcJ/(m・ h・℃)1以下 」IS A 1420

熱 126」/(kg・K)10 30kcaV(kg・℃)} 工業会資料

3 吸  湿  性 吸放湿特性がよい。40～ 80%RHに おける水分は5～ 15%。 」iS A 9523

4 撥  水  性 撥水処理がなされている。少量の水分はファイバー表面に水滴状態で保持される。(吹き込み用) 」IS A 9523

5 燃  焼  性
防燃処理がなされている。また発煙量が少なく有害ガスの発生がない。
吹き付け施工は建設省認定の準不燃材料、折板屋根耐火30分材料である。

」IS A 9523

防カビ・防菌性
木質繊維なので長期の耐久性をもっている。
ホウ素系薬品処理により、カビや腐朽菌の生育を阻止する働きをもっている。

」IS Z 2911

防  錆  性 薬品処理により、金属腐食を生じさせない。 」IS A 9304

遮  音  性 9mm合 板に100mm厚 施工した場合500～2,000Hzでは、8～10dBの 遮音効果がある。 」IS A 1416

翻各種断熱材料の熱伝導率

ファイバーエース

吹込みロックウール

住宅用グラスウール (16k相 当)

住宅用グラスウール (24k、32k相 当)

吹込み用グラスウール (30k、35財 目当)

押出法ポリスチレンフォーム3種

フェノールフォーム2種 ・1号

吹付け硬質ウレタンフォーム

000   001    002   003   004   005

熱伝導率 (λ)λ =熱伝導率W/(m・ K)
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‐■折版裏

‐デッキプレート裏

1鉄骨梁 柱等

特長

ファイバーエースを接着剤と共に対象面に吹き付け、

接着させるので、表面剥離の心配がありません。吸放

湿性があるので、結露を起こさず、また、主原料が新

聞紙のためロックウールのようにチクチクしません。

アスベスト撤去工事後の結露防止材としても最適です。

施工方法

ファイバーエースと接着斉」(酢ビ系 F☆ ☆☆☆)を 同

時に噴出し、空中で混合させて吹き付けます。標準施

工厚は、20mm～ 30mmで すが、壁面や下面吹き付

けの場合は、さらに厚く施工する事が可能です。

10



■吹き付け施工

□施工後

|‖



認定関係一覧

●住宅金融公庫割増融資(セルダンD工法)住宅型式性能等級4 省エネ機・評定第513号

0準 不燃材料 (国土交通省) …… …… …… …………………………… ……… QM-9845

0住 宅型式性能(ノンバリア)等級3… … ……省エネ機・丁170306Aa126004a

Oエ コマーク表示 … …… …… …… ………………………………… ………第07123022号

0グ リーンマーク表示 (古紙再生促進センター)… … ………… 団体表示承認第70号

0屋 根30分 耐火(国土交通省)…… …… …… …………………………… FP030RF-9231

0外 壁30分 準耐火 (国土交通省) …… …………………… …………PC030BE-0202

0間 仕切45分 準耐火 (国土交通省) …… ………………………… QF045BP-0034

お問い合わせ先

■製造元

吉水商事株式会社 断熱材事難5
〒910‐0006福井県福井市中央3丁目2-15(本町ビル)

TEL(0776)22-0665(イt) FAX(0776)21-6221


