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はじめに 

 

総合リフォーム需要全体のうち、水回りリフォームに次いで第二位の需要を占めるとされるのが私達

の業種、建築塗装です。車で３０分ほど、住宅街をぐるぐるしていると３件、４件と実に多くの仮設足

場を目にするでしょう。有名なことばに「恥の文化」というものがあります。米国人類学者ベネディク

トが著書に用いた文化の類型によると、どうも私達日本人は他者の非難や嘲笑をおそれて自分を律する

ところにヨーロッパ人との文化の異なりを発見したようです。つまり、私達日本人は、常に人の目を気

にしないと生きていけない性分のようでツヤツヤの白飯のようになんだかどうも欠かせないもののよう

です。 

建築塗装リフォームの本懐は、経年し、劣化した外観を向上、又は回復させ、長期間それを維持する

ところにあると考えます。なぜ、塗替え需要がここまでに高く、市場が大きいのか。なるほど、建物外

観のような対外的な目を気にしてしまうという「恥の文化」にその答えがありそうです。 

私達の業種、建築塗装は設置型リフォームのような既成物を組み上げ設置する業種とは異なり、塗料

である液体を人の手により商品として完成させるため、完成品質が不明確で、また職人の能力はもとよ

り品質意識の異なりから全く異なる仕上がりになることも多く非常にクレームの多い業種でもあり、

「クレーム産業」と呼ばれることもあります。クレーム対応費は５大コストの一つともされ、コスト削

減を図るべく従来、業者各々が対策を講じましたがさほど効果が無いようでクレーム対応費を予め料金

に計上し、施主に請求することは、実に妥協策とも言えるでしょう。恥の文化については先述しまし

た。職人が日本人である以上、この文化の呪縛からは逃れられません。誰が塗っても、塗ってしまえば

その時だけは綺麗なものです。手抜き工事が露顕さえしなければ、彼ら（私達）は恥を晒すことは無

く、彼ら（私達）の文化的良心は保護されるのです。つまり、私達の対策のターゲットは１つに絞られ

ます。工事品質の明確化。本書は、これに基づく細目施工要領書になります。細目の工事品質を決定

し、施主と職人（職長）に明示することにより、知識の共有化を図ることができ、施主が正、不正を判

断することが可能になることを期待します。自ずと職人（私達）は露顕を恐れ、恥を恐れ、正当な工事

を心がけることでしょう。 
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下地処理規定等で記述した、ポイントとは、人件費と材料費の合算を当社独自の規定で算出したものの

単位です。 

本書に規定のある事項であっても、担当者の判断により、個別の作業を行う場合があります。 

本書に規定のない作業についてはお客様と当社との協議により定めるものとします。 
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1. 高圧洗浄 

① 外壁高圧洗浄 

ア. 使用機材 エンジン駆動 最大 15MPa～20Mpa 

イ. 作業箇所 屋根・外壁・付帯部・土間・外塀等 

ウ. 作業目的  

エ. 苔、カビ、チョーキング層および浮きの認められる旧塗膜を可能な限り除去し、塗料の

付着性を高めます。 

(I) ホコリを流し、後工程の作業性を良好にします。 

オ. 備考 

(I) 薬品洗浄は行いません。 

(II) 屋根の汚れが激しい場合、飛散防止のために雨樋から仮設足場にかけて飛散防止

養生を行う場合があります。 

(III) リシン壁を含む吹付け仕上げ外壁等、一部の外壁のカビは完全に除去できない場

合があります。 

(IV) 付近に飛散するリスクを低減させるため、作業予定日の前後に降雨が予想される

場合、降雨予想日に作業日を変更する場合があります。 

(V) 土間、外塀における高圧洗浄作業の範囲は施主の特別な指定がある場合を除き、現

場職長の裁量によって決定します。 

(VI) 洗浄の際、苔・カビを除去する際、外壁基材の損傷の可能性がある場合は損傷させ

ない程度の除去を行います。 

(VII) チョーキングは完全には除去できません。 

ご協力のお願い 

☆ 水道をお借りします。 

☆ 作業当日は窓を施錠してください。 

☆ 犬走り、玄関等建物周辺やベランダの鉢、傘、靴などの小型で移動容易な物の移

動をお願いします。 

☆ 土間洗浄の際、お車の移動をお願いする場合があります。 

 

② 雨樋内部降灰清掃処理 

ア. 作業器材 エンジン高圧洗浄機 

イ. 作業箇所 降灰が集積した軒樋内部 

ウ. 作業目的 軒樋に集積した降灰を流します。 

エ. 備考  

(I) 高圧洗浄に併せて行います。 

(II) 外壁塗装パックの軽度補修に該当しません。 

(III) 屋根塗装を行う場合に限ります。 

(IV) 清掃の程度は職長裁量により行われます。 
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2. 下地処理 

 

① 鉄部下地処理 

（軽度補修ポイント減算※参考想定 1 ポイント程度） 

ア. 使用器材 ワイヤーブラシ・サンドペーパー等 

イ. 作業箇所 付帯部鉄部、錆発生部 

ウ. 作業目的  

(I) 鉄部材への塗料の付着性を高めます。 

(II) 鉄部材のサビの粗落としをします。 

(III) 脆弱塗膜を除去し、表面を平滑にします。 

エ. 備考 

(I) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(II) サビ除去の程度は手ケレンで対応可能な程度とします。 

(III) 原則、ステンレス・アルミ部材は塗装を行わないため、ケレンを行いません。 

(IV) サビ発生部のケレンの程度および、サビ発生部以外の金属部位のケレンの要否や

程度については職長の裁量とします。 

 

② 鼻隠し、破風下地処理 

（軽度補修ポイント減算※参考想定１ポイント程度） 

ア. 使用器材 外壁下塗り弾性塗料 エポキシ系弱溶剤下塗り塗料 

イ. 作業箇所 窯業系・木質系破風鼻隠し部材 

ウ. 作業目的 劣化が進行し、表面が脆弱になり凹凸が認められる部材表面に下塗り弾性

塗料を用いて塗布し、表面を平滑にし、もって意匠向上を図ります。 

エ. 備考  

(I) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(II) 作業範囲・程度については施工管理者指定の元、職長の裁量とします。 

 

③ 各種金属防錆処理塗装 

（軽度補修ポイント減算※参考想定２ポイント程度） 

ア. 作業器材 SK 化研マイルドボーセイ 日ペ ハイポンファインデグロ 

刷毛 ウールローラー 

イ. 作業箇所 錆発生部 

ウ. 作業目的 錆発生部をケレン後、塗布し、錆の進行を抑制します。 

 



5 

 

エ. 備考 

(I) 意匠性上、塗装しても差し支えないステンレスを塗装する際は、研磨後塗布し、後

工程塗装に備える場合があります。 

(II) 非錆発生金属部への塗布は原則行いません。 

(III) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(IV) 作業範囲・程度については施工管理者指定のもと、職長の裁量とします。 

(V) 個別の規定により、特別の作業を指定している場合は本規定より個別の規定を優

先します。 

 

④ 樋・破風等旧塗膜を有する各種付帯部の下地調整 

（軽度補修ポイント減算※参考想定１ポイント程度） 

ア. 作業器材 サンドペーパー 

イ. 作業箇所 旧塗膜を有する樋・破風等の付帯部であって旧塗膜が脆弱、またはゴミ等の

付着、あるいは平滑でない箇所 

ウ. 作業目的 脆弱塗膜を除去し、ゴミの付着を除去し、相当程度平滑にします。 

エ. 備考 

(I) カッター等で粗落としし、♯120～♯400 のサンドペーパーを順次番手を細かく変

更し研磨する。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(III) 脆弱塗膜・ゴミの付着・塗料タレなどの平滑でない箇所等の除去・平滑化作業は施

工管理者指示のもと、職長の裁量とし、程度により完全な除去、平滑化が達成困難

である場合があります。 

 

⑤ 旧塗膜を有する外壁の下地処理 

（軽度補修ポイント減算※参考想定２ポイント程度） 

ア. 作業器材 カッター 革スキ等 

イ. 作業箇所 過去に外壁塗装を行った建物で塗料タレが認められる箇所 

ウ. 作業目的 塗料タレを目立たなくさせ、仕上がり意匠を向上させる。 

エ. 備考 

(I) タレをカッター等で荒削りを行い、旧塗膜のタレ跡を目立たなくさせます。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(III)  
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(IV) 塗料タレを平滑にするのは困難な作業になります。よって、作業範囲、程度は施工

管理者指示のもと、職長の裁量とします。 

 

⑥ 建物のアルミサッシが白色サッシであり、焼付塗装と思われる場合の処理 

（軽度補修ポイント減算※参考想定１ポイント程度） 

ア. 作業器材 塗料用シンナー マスキングテープ 

イ. 作業箇所 白色サッシの養生時、マスカー糊が接着する部分 

ウ. 作業目的 白色サッシは着色剤の顔料として酸化チタンを用いていたり、焼付塗装を

行っており、チョーキングが発生しいわゆるノリ残りが発生するのでこれを防止しま

す。 

エ. 備考 

(I) ウエスに塗料シンナーを含ませチョーキングを相当程度拭き取ります。 

(II) 粘着の弱いマスキングテープでノリ残りを防ぎます。 

(III) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修時間可能ポイントを超える作業につ

いては別途費用が発生する可能性があります。 

 

⑦ 外壁劣化度小窯業系サイディングジョイント空隙処理  

（軽度補修ポイント減算※参考想定６ポイント程度） 

ア. 作業器材 アクリルコーク 

イ. 作業箇所 窯業系サイディングの目地部分に該当しないジョイントの空隙 

ウ. 作業目的 ジョイントにアクリルコークを充填し、仕上がり意匠を向上させます。 

エ. 備考 

(I) 新築時、窯業系サイディングの高さ（Width）側のジョイントをアクリルコーク 

で充填する。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

（※上記処理においては水分の良好な排出と壁内換気を勘案し、充填するべきでないとした非充填論

との対立がありますが、これらの空隙は、サイディングを設置する際の水平調整のための空隙、及び

経年伸縮のための空隙であって、これらのジョイントには防水パッキンが備わっており、されば先述

の非充填論は目的が宙に浮いたようなものであると考え、よってペイントジャックでは外壁塗装の主

目的である意匠の観点から充填論を支持し、これを行うものであります） 

 

⑧ 外壁劣化度中以上窯業系サイディングジョイント空隙処理 

ア. 作業器材 外壁下塗り塗料 

イ. 作業箇所 窯業系サイディングの目地部分に該当しないジョイントの空隙 

ウ. 作業目的 ジョイントに外壁下塗り塗料を塗り込み仕上がり意匠を向上させます。 
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エ. 備考 

(I) 新築時、窯業系サイディングの高さ（Width）側のジョイントをアクリルコーク 

で充填する。 

(II) 外壁塗装パックの軽度補修に該当しない場合があります。劣化度が中以上と見積

られた建物は厚膜型の弾性を有する下塗り塗料が選択されます。この場合、下塗り

作業時に併せてクラックの充填を行うことができ、本目的が達成されます。 

 

⑨ 軟質塩ビ使用部材の下地処理 経過１５年以内 

（軽度補修ポイント減算※参考想定２ポイント程度） 

ア. 作業器材 SK 化研ビニタイトプライマー 

イ. 作業箇所 軟質塩ビ使用部材であって、経過１５年以内と思われるシャッターBOX、

コード類、塩ビ鋼板パラペット、目地ガスケット 

ウ. 作業目的 軟質塩ビ使用部材は可塑剤を混入して作られており、処理を行わずに塗装

を行うとブリード現象を生じさせ仕上がり意匠を悪化させるため、これを防止します。 

エ. 備考 

(I) ビニタイトプライマーを塗布し、ブリードを抑制します。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

 

⑩ 軟質塩ビ使用部材の下地処理 経過１６年以上 

ア. 作業器材 SK 化研ビニタイトプライマー 

イ. 作業箇所 軟質塩ビ使用部材であって、経過１５年を超えると思われるシャッター

BOX、コード類、塩ビ鋼板パラペット、目地ガスケット 

ウ. 作業目的 軟質塩ビ使用部材は可塑剤を混入して作られており、処理を行わずに塗装

を行うとブリード現象を生じさせ仕上がり意匠を悪化させますが、日影、環境により１

５年経過後もブリード現象を生じさせる場合があるため、これを防止します。 

エ. 備考 

(I) 付帯部塗料を塗布し、乾燥後指触検査を行い、ブリードを確認した場合、ビニタイ

トプライマーを塗布し、ブリードを抑制します。この場合、⑨項に該当し、軽度補

修に該当します。 

(II) ブリードが発生しない場合、外壁塗装パックの軽度補修に該当しません。 

 

⑪ 鼻隠し取り合い及び破風取り合いスレート裏野地板（小舞） 

ア. 作業器材 付帯部使用塗料 

イ. 作業箇所 鼻隠し取り合い及び破風取り合いスレート裏野地板（小舞） 

ウ. 作業目的 10 年以上前の建物の小舞は概ね木材で構成され、軒樋へ流れる雨水の跳ね

返りで腐食するためこれを抑制します。 
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エ. 備考 

(I) 破風塗装時、併せて小舞を塗装して雨水の吸水を防止し、腐食を防止します。 

(II) 外壁塗装パックの軽度補修に該当しません。 

(III) 腐食している場合の処理の要否や程度は職長の裁量により行われます。 

 

⑫ 屋根棟板金固定釘処理 

ア. 作業器材 ハンマー等 

イ. 作業箇所 棟板金固定釘の抜け、ゆるみを確認した箇所 

ウ. 作業目的 風雨や熱伸縮により、棟板金固定釘が緩むため、再度打ち込み、塗装を行う

ことで固定を強固にします。 

エ. 備考 

(I) ハンマー又は準ずるもので再度打ち込みを行い、なお緩みを確認できる場合（胸板

の腐食を推察した場合）位置を換え、新規に打ち込みを行い固定します。この場合、

シーリング剤等で穴を充填し防水処理を行います。 

(II) 屋根塗装パックの軽度補修に該当しません。 

(III) 屋根塗装を行う場合に限ります。 

(IV) 作業の要否や程度職長の裁量により行われます。 

 

⑬ 屋根棟板金下地防錆処理 

ア. 作業器材 SK 化研マイルドボーセイ 日ペ ハイポンファインデグロ 

刷毛 ウールローラー 

イ. 作業箇所 棟板金 

ウ. 作業目的 スレート屋根に使用する下塗り塗料は、金属部分への直接塗布を禁止して

おり、また、上塗り塗料が水性塗料のため、サビの発生に関わらず、棟板金全てに１回

塗布します。 

エ. 備考 

(I) スレート屋根剤に塗料が付着する場合がありますが問題ありません。 

(II) 屋根塗装パックの軽度補修に該当しません。 

(III) 棟板金の既存色、防錆塗料の色によっては塗布後に透けて見えると感じる場合が

ありますが問題ありません。 

 

⑭ 外壁・屋根等シリコン（変性でない）使用箇所塗装前処理 

（軽度補修ポイント減算※参考想定 1 ポイント程度） 

ア. 作業器材 信越化学工業 ペインター20 

イ. 作業箇所 シリコンコーキングを使用し、穴の注入、補修、防水処理等を行っている箇

所 

ウ. 作業目的 シリコンコーキングは通常の塗料が密着しないため、特殊塗料を塗布し、未

着性向上を図る。 



9 

 

エ. 備考 

(I) 水性系塗料が不適のため、弱溶剤塗料を塗布し、その後下塗り塗料を塗布します。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(III) 目地部分がシリコンコーキングの場合、同様に処理を行います。 

(IV) 作業の要否や程度職長の裁量により行われます。 

 

⑮ 釘、フック等の突起物、シーリング跡等の意匠性低下因子の撤去 

（軽度補修ポイント減算※参考想定０.５ポイント程度） 

作業器材 各種工具 

ア. 作業箇所 釘、フック等の突起物や、シーリング跡のある外壁 

イ. 作業目的 釘等の突起物や、シーリング跡などは外壁の仕上がり意匠性を損なうため、

撤去し、意匠性低下を減少させます。 

ウ. 備考 

(I) 窓のすだれのためのフックや、何かを固定するための釘などは原則として取り外

され、再度フックの打ち込みなどの回復は防水機能上および意匠性上から行いま

せん。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(III) シーリング跡は完全には除去できない可能性があり、仕上がり後に跡が残って見

える場合があります。 

(IV) 作業の要否や程度職長の裁量により行われます。 
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屋根材クラック補修 

② スレート屋根クラック補修 

（軽度補修ポイント減算※参考想定１ポイント程度） 

ア. 作業器材 変性シリコンコーキング 

イ. 作業箇所 スレート材のクラック箇所 

ウ. 作業目的 屋根材のクラックを充填し、防水性能を回復させます。 

エ. 備考 

(I) 変性シリコンコーキングを充填し、ヘラ等で押さえ、0.5mm 以上の厚みを設ける。 

(II) 屋根パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

 

② 瓦屋根クラック補修 

（軽度補修ポイント減算※参考想定０.５ポイント程度） 

ア. 作業器材 予備瓦 

イ. 作業箇所 瓦屋根材のクラック箇所 

ウ. 作業目的 瓦屋根材のクラック箇所部分を予備瓦等へ交換し、意匠性、防水性向上を図

ります。 

エ. 備考 

(I) 屋根パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(II) 予備の瓦がない場合はコーキングを充填するか、新品を発注し交換します。 

(III) クラック箇所の交換、またコーキング補修については職長の裁量により行われま

す。 
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外壁クラック補修 

③ クラック補修 範囲小・程度小 

（軽度補修ポイント減算※参考想定１ポイント程度） 

ア. 作業器材 アクリルコーク 変性シリコンコーキング NB 

イ. 作業箇所 5mm 以内のひび割れ部分 

ウ. 作業目的 外壁基材のひび割れからの雨水流入を防止し、外壁下地の腐食・劣化を防

ぎ、又は進行を遅らせます。 

エ. 備考 

(I) 変性シリコンコーキング NB 又はアクリルコークをひび割れに充填します。 

(II) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の

ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(III) 使用材料、作業範囲、作業程度は職長の裁量で行われます。 

(IV) クラック補修により、建物の外観の意匠性が著しく低下する可能性のある場合は

処理を最低限で行う場合があります。 

 

④ クラック補修 範囲中以上・程度中以下 

（軽度補修ポイント減算対象外） 

ア. 作業器材 外壁下塗り塗料 

イ. 作業箇所 5mm 以内のひび割れ部分 

ウ. 作業目的 外壁基材のひび割れからの雨水流入を防止し、外壁下地の腐食・劣化を防

ぎ、又は進行を遅らせます。 

エ. 作業方法 外壁下塗り材をローラーおよび刷毛で刷り込み充填する。 

オ. 備考 

(I) 外壁塗装パックの軽度補修に該当しない場合があります。そもそも外壁塗装パッ

クの下塗り塗料は、建物外壁の劣化状況に応じて選択され、劣化の程度が中～大の

場合、厚膜型の弾性を有する下塗り塗料が選択されます。この場合、下塗り作業時

に併せてクラックの充填を行うことができ、本目的が達成されます。 

 

⑤ クラック補修 範囲小以上 程度大 

（軽度補修時間減算※参考想定１時間程度） 

ア. 作業器材 アクリルコーク 変性シリコンコーキング NB 

イ. 作業箇所 5mm を超えるひび割れ部分 

ウ. 作業目的 外壁基材のひび割れからの雨水流入を防止し、外壁下地の腐食・劣化を防

ぎ、又は進行を遅らせます。 

エ. 作業方法 変性シリコンコーキングNB又はアクリルコークをひび割れに充填します。 

オ. 備考 

(I) 外壁パックの軽度補修に該当し、規定の軽度補修可能ポイントからこの作業分の
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ポイントが差し引かれます。規定の軽度補修可能ポイントを超える作業について

は別途費用が発生する可能性があります。 

(II) 使用材料、作業範囲、作業程度は施工管理者指示のもと、職長の裁量で行われます。 

(III) クラック補修により、建物の外観の意匠性が著しく低下する可能性のある場合は

処理を最低限で行う場合があります。 

(IV) 本項の劣化程度の場合、本項のクラック補修に併せてサイディング外壁等にあっ

ては微弾性下塗り塗料平滑仕上げ、モルタル外壁等にあっては微弾性下塗り塗料

ゆずはだ仕上げ等により作業が行われ防水性能回復を図ります。 

(V) 本項の劣化程度であっても、場合により特別な処理によりクラックを行う場合が

あります。 
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3. 脱着作業・移動作業 

 

① 付属設備脱着 

作業箇所 塗装作業時、脱着が可能であり、取り外すことにより、作業が容易になり、

並びに意匠性・機能性向上に寄与する箇所 

（脱着例） 

ア. 光回線ケーブル 外します 

イ. 付属ポスト 外す場合があります 

ウ. 電線引き込み支持金具及び関連設備 外しません 

エ. エアコンカバー 外しません 

オ. エアコンホース（カバーなし、片サドル止） 外します 

カ. 物干金具 外す場合があります 

キ. 雨樋金具 外しません 

ク. 給湯器 外しません 

⚫ 上記の例によらず、職長の裁量により脱着作業を行います。 

⚫ 上記の例の部材であっても上記の例によらない場合があります。 

 

② 設置物移動 

ア. 作業箇所 建物外周上の設置物 

イ. 備考 設置物により、作業上不都合が生じるものであって、移動が可能なもの。 

ウ. 例  

(I) 可能例）建物外周上に物置を備えているが、これにより外壁との狭小部の塗装作

業が困難であったが移動が可能であった。 

(II) 可能例）足を固定していない室外機。 

(III) 不可能例）建物外周上に電気給湯器を備えているが、これにより外壁との狭小部

の塗装作業が困難であったが土間に堅固に固定されており、また配線損傷のリス

クから移動するべきではないと判断した。（この場合、手の届く可能な限りの作

業を行うことになります。） 

 

③ カーポート、テラス等パネル脱着 

ア. 作業箇所 カーポート・テラスのアクリル・ポリカーボネートパネル、波板等 

イ. 備考 仮設足場組み立て作業上、又は塗装作業上、脱着が可能であって、各種作業

上、必要な場合であって容易なもの。 

ウ. 例 

(I) 可能例）仮設足場構造上、取り外しが必要な場合。 

(II) 可能例）塗装作業時、クリアアクリルと軒天とが狭小で、脱着が容易であって、

下部からクリアアクリルを通して軒天を見上げた際、狭小事由によって塗装が出

来なかった箇所の意匠性が塗装した箇所との対比によって著しく劣る場合。 
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(III) 不可能例）塗装作業時、不透明波板と軒天とが狭小で塗装が困難であったが、軒

天の塗膜は日光の影響を受け難く、また、波板が不透明であったため、よって意

匠性、機能性共、性能を損なわないと判断した場合。（この場合、手の届く可能

な限りの作業を行うことになります。） 

⚫ 脱着作業を行う場合、別途費用が発生する場合があります。 

 

 

④  雨戸脱着 

ア. 作業箇所 鏡板（雨戸）が脱着可能であって、鏡板（雨戸）の裏に塗装可能な外壁が

ある場合 

イ. 備考 

(I) 建物のひずみなどにより、雨戸が取り外せない場合があります。 

(II) 取り外した雨戸は足場上に固定するかもしくは地面におろして養生します。 

(III) 置き場所等の関係により、各箇所につき１枚のみ外します。この場合、雨戸が常

に一部閉じた状態となりますので工事期間中は室内が暗く感じられます。 
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4. 別途工事料金を要する状態の例 

① 屋根塗装工事  

ア. 屋根材の劣化が著しく、下塗り塗装工程を増やす必要のある場合。 

（参考：＋2,500 円/坪程度） 

イ. 旧塗膜が脆弱で、特別な下地処理を要する場合。 

（参考：＋30,000 円/式～） 

ウ. 洋瓦（スラリー層）を有する屋根材であって、前回塗装が不適切な塗料、塗装方法を

用いており、これにより、特別な下地処理を要する場合。 

（参考：＋30,000 円/式） 

エ. 屋根材の劣化が著しく、下地補修を要する作業が規定の軽度補修量を上回る場合。 

オ. セメント瓦、洋瓦等で、吹付け作業を前提とした塗装方法である場合において、周辺

車両等が相当数におよび、飛散等のリスクから手塗り作業を要する場合や相当数の車

両養生を要する場合。 

（参考：20,000 円/日） 

カ. 屋根上にソーラー温水器等が設置してあり、撤去後塗装を行うことを施主が希望する

場合。 

（参考：40,000 円/式程度） 

キ. 棟板金が錆等により著しく劣化しいる場合であって、特別な補修を要する場合。 

ク. 上記のほか、担当者が必要であると判断した場合。 

② 外壁塗装工事 

ア. クラック補修等、下地補修を要する作業が規定の軽度補修量を超過する場合。 

イ. 規定の下地補修に該当しない、外壁材の浮き、爆裂、欠損等の補修作業を要する場

合。 

（参考：20,000 円/式～） 

ウ. 旧塗膜が脆弱で、特別な下地処理を要する場合。 

（参考：＋3,000 円/坪程度） 

エ. 外壁の仕上げ塗材の種類や、下地状態により、下塗り塗装工程を増やす必要のある場

合。 

（参考：＋3,000 円/坪程度） 

オ. 上記のほか、担当者が必要であると判断した場合。 
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5. 養生作業 

①  開き養生 

ア. 作業箇所 玄関ドア 

イ. 作業目的 玄関ドアは施主の動線であるため、開閉可能な養生を行う。 

ウ. 作業方法 ハガレ等のトラブル防止のため、マスキングテープを貼り、その上からマ

スカーで養生を行います。 

エ. 備考 

(I) 施主の希望により、勝手口の開き養生も可能です。 

(II) ドアノブは塗装作業上、必要時のみ養生を行い、作業後は外します。 

 

②  玄関土間養生 

ア. 作業箇所 玄関から門扉までの施主動線 

イ. 作業目的 土間用のブルーシート養生では、降雨時、足元が滑りやすくなるためこれ

を防止します。 

ウ. 作業方法 ノンスリップシートで養生を行います。 

エ. 備考 

(I) 塗装作業時ノンスリップシートに飛散した塗料を施主が踏んでしまい、靴が汚れ

ることを防止するため、ノンスリップシート養生後も、周辺塗装毎に布シート等

などを被せて養生を行う場合があります。 

(II) ノンスリップシートで養生を行わず、周辺塗装毎に布シートをかぶせて養生する

場合があります。 

(III) 注意が必要な箇所（養生により隠れてしまう段差によるつまずきなどの危険性を

有する箇所）にはトラテープ等で注意喚起をします。 

 

③  ベランダ手すり養生 

ア. 作業箇所 ベランダ・バルコニー手すり 

イ. 作業目的 各種作業用ホースの摩擦による傷を防止します。 

ウ. 作業方法 竹千代カバーを作業動線に配置します。 

エ. 備考 

(I) 竹千代カバーに変えて養生テープ、保護テープなどで養生する場合があります。 

(II) 全面には配置せず、作業動線に配置します。 

 

④  室外機養生 

ア. 作業箇所 室外機 

イ. 作業目的 エアコン使用可能状態で室外機の養生を行います。 

ウ. 作業方法 マスカー養生による上部及び側面養生又は室外機養生カバー 

エ. 備考 

(I) マスカー養生を行う場合はマスキングテープを貼り、その上からマスカー養生を
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行います。 

(II) 不適切な養生により、室外機が破損する場合があります。作業期間中、エアコン

使用時に違和感がある場合は時間を問わず直ちにご連絡ください。 

 

⑤  給湯器養生 

ア. 作業箇所 給湯器 

イ. 作業目的 給湯器使用可能状態で養生を行います。 

ウ. 作業方法 給湯器の養生時、養生の給排気箇所に穴を開けるなどして使用可能状態で

養生します。 

エ. 備考 

(I) 不適切な給湯器養生処理により、給湯器が破損、又は給湯器の不完全燃焼により

発生する一酸化炭素により中毒を引き起こす場合があります。作業期間中、給湯

器の使用時に違和感がある場合は時間を問わず直ちにご連絡ください。 

（※一酸化炭素中毒のケースは主に室内型給湯器の排気を養生で塞いでしまい、

正しい排気がなされない場合に発生する可能性があります。稀なケースではあり

ますが、当店では徹底しての作業をお約束いたします。また、当店では上記の被

害は発生しておりません。） 

(II) 養生時、マスキングテープを貼り、その上からマスカー養生を行います。 

 

⑥  電気給湯器養生 

ア. 作業箇所 電気給湯器 

イ. 作業目的 電気給湯器使用可能状態で養生を行います。 

ウ. 作業方法 マスカー養生を行います。 

エ. 備考 マスキングテープを貼り、その上からマスカー養生を行います。 

 

⑦ ベランダ養生  

ア. 作業箇所 ベランダ・バルコニー床 

イ. 作業目的 飛散防止の養生を行うとともに、豪雨時、雨水の適切な排水を行い、ベラ

ンダ・バルコニーがプール状になり、室内に雨水が流入する被害を防止します。 

ウ. 作業方法 通常養生後、ベランダ・バルコニーの排水ドレイン周辺を適切に処理し、

正しく確実に排水されるか確認します。 

エ. 備考 

(I) 養生に穴を開けるだけでは不十分ですので、ガムテープなどで確実に排水される

よう処理し、２重の処理を基本とします。 

(II) 稀に養生時、排水考慮がなされておらず、このため養生で塞がれ排水されずに蓄

積した雨水がプール状になり、室内に流入、大変な被害が発生するケースが多数

報告されております。万一、違和感がある場合は時間を問わず直ちにご連絡くだ

さい。 
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（※当店では上記の被害は発生しておりません。） 

 

⑧ 屋根養生 

ア. 作業箇所 外壁塗装の際、塗料が飛散する屋根 

イ. 作業目的 屋根塗装を行う場合であっても、外壁塗装塗料の飛散は屋根の意匠性を低

下させるため養生を行います。 

ウ. 作業方法 ノンスリップシートを敷いてガムテープで固定する。 

 

⑨ 車両（自転車・バイク等含む）養生 

ア. 作業箇所 周辺車両 

イ. 作業目的 塗装作業の際、吹付け作業はもとより手作業塗装の際であっても、わずか

ながら塗料が飛散し、作業方法、気候条件によっては飛散塗料が乾燥せずに車両に付

着する可能性があるため、これを防止します。 

ウ. 作業方法 不織布シート又はビニールシートを車両にかぶせて養生します。 

エ. 備考 

(I) 無風時であっても足場起算距離５ｍ以内の車両は養生します。 

(II) 強風時は職長の判断において、５ｍ以上の車両の養生を行います。 

(III) ゆずはだ仕上げの際は無風であったとしても職長の判断により 5ｍ以上の車両を

養生します。 

(IV) 周辺住民の車両への養生は作業時に声をかけるとともに現場の見えやすい見やす

い箇所に連絡先を掲示し、周辺住民が外出する際に直ちに養生を外せるよう配慮

します。 

(V) 屋根塗装吹付け作業の場合は風速に応じて職長の判断にて必要な限りの養生を行

います。 

(VI) 職長の判断により、塗料飛散の恐れがある場合、作業を中止する場合がありま

す。 

(VII) 重点対策事項として各職長ならびに職人に指導を徹底します。 

※周辺車両が相当台数に及ぶ場合、これを理由にお見積り時点で工事をお断りする場合があります。（例：周辺に駐車場

があり、作業期間中、常に１０台弱の養生を要する場合など） 

⑩  インターホン養生 

ア. 作業箇所 インターホン 

イ. 作業目的 飛散防止 

ウ. 作業方法 マスカー使用量を最低限に抑え、ボタンの位置を視認できるよう養生しま

す。 

エ. 備考 塗料付着の際は一度剥がして再養生を行います。 

 

⑪ 換気口養生 

ア. 作業箇所 丸型ステンレスガラリ、台所換気口等の換気口全般 
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イ. 作業目的 換気口使用可能状態での養生 

ウ. 作業方法 養生後は養生に切り込みをいれるなど排気を考慮して養生を行います。 

エ. 備考 

(I) 養生により、通常使用時よりも排気能力が一時的に低下する場合があります。 

(II) 換気扇使用時、養生がなびき、音が発生する場合があります。あらかじめご了承

ください。 

(III) 万一、養生によって換気扇が使用できない場合は速やかに処理いたします。 

 

⑫ 養生全般 

ア. 養生が風になびき、音が発生する場合があります。 

イ. 養生によってドアが開かない、鍵穴をあけていない、ポストが使えないなどのような

場合は遠慮なく養生をはずしていただいても問題ありません。 

ウ. 雨天日が連続する場合、養生作業を見合わせる場合があります。 
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6. シーリング（コーキング）作業 

 

① PC 板・窯業系サイディングシーリング作業 

ア. 作業器材 MS2570typeNB（サンスター技研）及び専用プライマー 

イ. 作業箇所 窯業系サイディング目地シーリング（サイディング対サイディング） 

ウ. 作業目的 防水性能の維持、又は回復による建物寿命の向上を期します。 

エ. 作業方法 劣化により肉やせ・破断したシーリングをカッターナイフ等で除去し、マ

スキングテープ貼付後、プライマーを塗布し、混練した MS2570typeNB を専用ガン

により注入し、ヘラで押さえ仕上げます。 

オ. 備考 

(I) 狭小等の理由により、部分的に作業が出来ない場合があります。 

(II) 縦目地のみならず横目地も同様に作業を行います。（サイディング対サイディン

グ） 

(III) 入隅箇所は V カット後、シーリング処理を行います。 

(IV) 軒天取り合い部シールは処理を行いません。 

(V) 既存シーリングが３面接着により施行がなされており、その量が既存シーリング

全部に比して半分以上程度を占める場合、職長との協議によりＶカット処理後、

充填する場合があります。 

(VI) 既存シーリングが３面接着により施行がなされており、その量が既存シーリング

全部に比して軽微である場合、既存シーリング撤去後、ボンドブレーカーを貼付

し新設シーリングを充填します。 

 

② PC 板・RC・モルタル・窯業系サイディング役物周りシーリング（劣化小～中）作業 

ア. 作業器材 MS2570typeNB（サンスター技研）及び専用プライマー 

イ. 作業箇所 窯業系サイディング建具・役物周り（外壁材対建具） 

ウ. 作業目的 防水性能の維持、又は回復による建物寿命の向上を期します 

エ. 作業方法 劣化により、肉やせしたシーリング周りにマスキングテープを貼付し、既

存シーリングが濡れ色になるよう専用プライマーを塗布し、混練した MS2570typeNB

を専用ガンにより注入し、ヘラで抑えて仕上げます。                       

オ. 備考 

(I) 担当者により、破断等が認められる場合は劣化度大程度と判断します。 

(II) 費用対効果（お客様の）の観点から、撤去を行わず増打ち処理を行います。 

(III) 既存シーリングが変性でないシリコンにより施行が行われている箇所については

新設シーリング処理を行いません。この場合、下地処理規定に基づき、特殊プラ

イマーを塗布し、塗料との密着を改善する処理を行い、塗装を行います。 

(IV) 狭小等の理由により、部分的に作業が行えない場合があります。 

(V) 新設時、シーリング処理の行われていない箇所はシーリング処理不要箇所と推測

し、原則シーリング処理は行いません。（例・外部コンセント周りは役物そのも
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のが防水性を付与している又は不要） 

(VI) 増打ちの厚みの基準として、原則最低限既存シーリングが透けないように厚みを

設けて増打ち処理を行います。 

 

③ PC 板・RC・モルタル・窯業系サイディング役物周りシーリング（劣化大）作業 

ア. 作業器材 MS2570typeNB（サンスター技研）及び専用プライマー 

イ. 作業箇所 窯業系サイディング建具・役物周り（外壁材対建具） 

ウ. 作業目的 防水性能の維持、又は回復による建物寿命の向上を期します 

エ. 作業方法 劣化により、肉やせ、破断したシーリングを撤去し、周りにマスキングテ

ープを貼付し、専用プライマーを塗布し、混練した MS2570typeNB を専用ガンによ

り注入し、ヘラで抑えて仕上げます。                       

オ. 備考 

(I) 担当者により、破断等が認められる場合は劣化度大程度と判断します。 

(II) 既存シーリングが変性でないシリコンにより施行が行われている箇所については

新設シーリング処理を行いません。この場合、下地処理規定に基づき、特殊プラ

イマーを塗布し、塗料との密着を改善する処理を行い、塗装を行います。 

(III) 狭小等の理由により、部分的に作業が行えない場合があります。 

(IV) 撤去困難の場合、V カット処理後、シーリングを充填します。この場合、既存シ

ーリングと新設シーリングとの間に空気を挟まぬよう、十分に充填し、ヘラ等で

押さえて仕上げます。（昼夜の寒暖差等により膨れが生じるため） 

(V) 新設時、シーリング処理の行われていない箇所はシーリング処理不要箇所と推測

し、原則シーリング処理は行いません。（例・外部コンセント周りは役物そのも

の自体が防水性を付与してある又は不要） 

 

④ RC・モルタル外壁等収縮目地（誘発目地）劣化度中～大処理 

ア. 作業器材 PU9000typeNB および専用プライマー 

イ. 作業箇所 既存シーリングを有する収縮目地（誘発目地）のジョイント 

ウ. 作業目的 クラックが生じた際の雨水流入防止シーリングの機能保持 

エ. 作業方法 劣化により、肉やせ、破断したシーリング周りにマスキングテープを貼付

し、既存シーリングが濡れ色になるよう専用プライマーを塗布し、混練した

PU9000typeNB を充填し、ヘラ等で押さえて仕上げます。 

オ. 備考  

(I) 狭小等の理由により、部分的に作業が行えない場合があります。 

(II) 費用対効果（お客様の）等の観点から、撤去を行わず増打ち処理を行います。 

(III) 既存シーリングを有さない収縮目地・誘発目地は原則下地処理のクラック補修規

定に基づき処理を行います。 
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7. 屋根塗装作業 

 

① セメント瓦・洋瓦下塗作業 

ア. 作業器材 水系セラミトーンプライマー（藤ケミカル） 

イ. 作業箇所 セメント瓦等 

ウ. 作業目的 劣化により、表面に凹凸が生じたセメント瓦等の瓦屋根材を塗料のファン

デーション効果により平滑にし、次工程のための下地ごしらえを行うとともに瓦屋根

材の下地を強固にし、上塗塗料の密着力向上を図ります。 

エ. 作業方法 瓦鼻先および袖瓦等へ刷毛等を用いてダメ込みを行い、エアレス塗装機を

用いて最低１回吹付けを行います。 

オ. 備考 

(I) 水系セラミトーンプライマーはスラリー層を有する屋根材と、通常瓦屋根材との

兼用塗料で、目止め（ファンデーション効果）に優れ、密着性にすぐれておりま

す。 

(II) 劣化の程度に応じて、施主の希望により、下塗工程を増やす場合があります。

（費用別途・事前調査時提示） 

(III)  

(IV) ２液型水性塗料のため、秤を使用し、規定の混合比で混練します。 

(V) 飛散防止養生を徹底し、エアレスにより原則１回塗布します。 

(VI) 屋根鼻先、袖瓦等エアレス作業が行えない箇所は刷毛・ローラーにより塗布いた

します。 

(VII) 希釈は水道水により行います。主剤・硬化剤混練後に対し、劣化の程度に応じ

て～５%程度希釈します。（上限希釈５%としております） 

(VIII) 水性塗料のため、臭気はマイルドです。 

(IX) 降雨時、又は降水確率 50%の場合、あるいは強風時、職長の判断により作業を見

合わせる場合があります。 

(X) 下塗塗装後、当日上塗作業は行いません。（一晩寝かせ） 

(XI) エアカーテン機構を有する塗装ガンを使用し飛散を防止します。 

(XII) 屋根上に太陽光パネル等が設置している場合、重なり屋根部分は可能な限り塗

装を行います。 

 

② セメント瓦・洋瓦下上塗作業 

ア. 作業器材 SUN 瓦 X トップ（エースペイント・シリコングレード） 

イ. 作業箇所 セメント瓦等 

ウ. 作業目的 塗膜の劣化により耐候性が低下した瓦屋根材の吸水を防止し、藻や苔等の

繁殖を防止し機能改善を図るとともに美観を回復します。 

エ. 作業方法 瓦鼻先および袖瓦等へ刷毛等を用いてダメ込みを行い、エアレス塗装機を

用いて最低２回、吹付けを行います。 
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オ. 備考 

(I) Sun 瓦Ｘトップは強力な弱溶剤型塗料であり、優れた耐候性や高い光沢性含む美

観性に優れることから全国で多く採用されるベストセラー塗料です。エースペイ

ントの存在意義は Sun 瓦シリーズによって確立していると言えます。 

(II) 飛散防止養生を徹底し、エアレスにより最低 2 回塗布します。 

(III) 屋根鼻先、袖瓦等エアレス吹付け作業が行えない箇所は刷毛・ローラーにより最低

２回塗布いたします 

(IV) 耐候性優先するため弱溶剤型塗料を採用しております。気候条件等により臭気を

感じる場合があります。 

(V) ２液型弱溶剤塗料のため、秤を使用し、規定の混合比で混練します。 

(VI) 希釈は SUN 瓦 X トップ専用シンナーにより行います。主剤・硬化剤混練後に対

し、状況に応じて職長の判断により 5～1５%程度希釈します。（一回目塗布作業

時希釈 15%、二回目塗布作業時希釈 10%を推奨しています。これらは職長の判

断により変更されます） 

(VII) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合、あるいは強風時、職長の判断により作

業を見合わせる場合があります。 

(VIII) エアカーテン機構を有する塗装ガンを使用し飛散を防止します。 

(IX) 棟板金および外壁取り合い部水切り板金、並びに屋根伝い雨樋は本塗料により塗

装いたします。 

(X) 塗装色は、標準色のうち、エナメル色よりお選びいただけます。 

(XI) 冬期は 10 時以前および 15 時以降、上塗作業を行いません。 

(XII) 屋根上に太陽光パネル等が設置している場合、重なり屋根部分は可能な限り塗

装を行います。 

 

③ スレート（コロニアル）下塗作業 

ア. 作業器材 パーフェクトクーラーサーフ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 スレート屋根 

ウ. 作業目的 塗膜の劣化により耐候性が低下したスレート屋根材下地を改善し、上塗作

業の素地ごしらえを行うとともに遮熱効果を付与し、光熱費抑制を期します。また遮

熱効果により昼夜の寒暖差を抑制し、内部結露防止を期します。 

エ. 作業方法 スレート鼻先や板金取り合い部等へ刷毛等を用いてダメ込みを行い、ロー

ラーを用いて通常１回塗布作業を行います。 

オ. 備考 

(I) パーフェクトクーラーサーフは上塗塗料のパーフェクトクーラーベストと組み合

わせることで最大限の効果を発揮します。とりわけ、南国の鹿児島県では他県に

比してより優れた効果が期待できます。微細な中空バルーン効果により、遮熱効

果としては最高峰の塗料です。（自社試験結果による）また、クラック追従性を

有し、微細なクラックを抑制します。 
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(II) 錆止め塗装後板金含む棟板金等には使用できません。 

(III) 屋根材の開き（屋根材重なり部）には塗料を塗り込みません。 

(IV) 棟板金は全面錆止め塗装を行います。（唐草板金含む） 

(V) 原則、刷毛及びローラーにより塗装を行います。ローラーはマイクロファイバー

ローラーを使用します。 

(VI) 通常、屋根塗装は、外壁塗装・付帯部塗装終了後に行います。 

(VII) 水性塗料ですので臭気はマイルドです。 

(VIII) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合

があります。 

(IX) 色はホワイトを使用します。下地が透けて見えますが問題ありません。 

(X) 劣化の程度に応じて、施主の希望により事前に別途浸透性プライマーを塗布する

場合があります。（費用別途・事前調査時提示） 

(XI) タスペーサー（シングル工法）は、下塗完了後に施工します。 

(XII) 希釈は水道水を使用します。希釈は劣化の程度に応じて、職長判断により、8～

１２%の範囲で行います。希釈には秤を使用します。 

(XIII) 塗布し、乾燥後の雨天時、塗料中の界面活性剤が反応し、泡が発生する場合が

あります。 

(XIV) 下塗塗装後、当日上塗作業は行いません。（一晩寝かせ） 

(XV) 屋根上に太陽光パネル等が設置している場合、重なり屋根部分は可能な限り塗

装を行います。 

 

④ スレート（コロニアル）上塗作業 

ア. 作業器材 パーフェクトクーラーベスト（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 スレート屋根 

ウ. 作業目的 塗膜の劣化により耐候性が低下したスレート屋根材の吸水を防止し、藻や

苔等の繁殖を防止し機能改善を図るとともに美観を回復します。下塗塗料のパーフェ

クトクーラーサーフとの組み合わせによるトリプル遮熱効果による光熱費の抑制を期

します。また、遮熱効果により昼夜の寒暖差を抑制し、内部結露防止を期します。 

エ. 作業方法 スレート鼻先や板金取り合い部等へ刷毛等を用いてダメ込みを行い、ロー

ラーを用いて通常２回塗布作業を行います。 

オ. 備考 

(I) パーフェクトクーラーベストは下塗塗料のパーフェクトクーラーサーフと組み合

わせることで最大限の効果を発揮します。本塗料はラジカル制御型塗料であり、

高い耐久性が期待できます。 

(II) 棟板金等、屋根付帯金属部材は錆止め塗料を塗布後、本塗料で塗装します。 

(III) 屋根伝い雨樋は本塗料により塗装いたします。 

(IV) 棟板金は全面錆止め塗装を行います。（唐草板金含む） 

(V) 原則、刷毛及びローラーにより塗装を行います。ローラーはマイクロファイバー
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ローラーを使用します。 

(VI) 屋根材の種類や、劣化による屋根材の開きの程度に応じて職長の判断により吹付

け塗装を行う場合があります。 

(VII) 通常、屋根塗装は、外壁塗装・付帯部塗装終了後に行います。 

(VIII) 水性塗料ですので臭気はマイルドです。 

(IX) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

(X) 希釈は水道水を使用します。状況に応じて職長の判断により、無希釈～7%希釈

で行います。希釈には秤を使用します。（メーカー規定無希釈～5%・５%時

750ml/缶）（一回目塗布作業時７%希釈、二回目塗布作業時無希釈を推奨してい

ます。これらは職長の判断により変更されます） 

(XI) 特殊塗料ですので展色材（ビヒクル）が分離しやすい傾向にあります。そのため十

分に撹拌して使用します。 

(XII) 冬期は 10 時以前および 15 時以降、上塗作業を行いません 

(XIII) 屋根上に太陽光パネル等が設置している場合、重なり屋根部分は可能な限り塗

装を行います。 

 

⑤ 金属屋根下塗作業（亜鉛メッキ鋼板・劣化を確認したガルバニウム鋼板） 

ア. 作業器材 サーモアイプライマー 

イ. 作業箇所 金属鋼板屋根 

ウ. 作業目的 塗膜の劣化により錆の発生、またはその恐れのある金属鋼板屋根材の錆の

進行または発生を抑制するとともに上塗作業の素地ごしらえを行います。また、上塗

塗料サーモアイＳｉの遮熱効果に寄与します。 

エ. 作業方法 屋根材鼻先や立ハゼ周辺等へ刷毛等を用いてダメ込みを行い、ローラーを

用いて通常１回塗布作業を行います。 

オ. 備考 

(I) 下塗塗布前に下地調整として、マジックロン等を用いて全面ケレン作業を行い足

つき（付着性）の改善を図ります。 

(II) 本塗料は錆止めの機能を有しています。 

(III) 屋根材の開き（屋根材重なり部）部分には塗料を塗り込みません。 

(IV) 原則、刷毛及びローラーにより塗装を行います。ローラーはマイクロファイバー

ローラーを使用します。 

(V) 色はクリアになります。 

(VI) 弱溶剤塗料のため、ローラーの毛を十分に払い使用します。 

(VII) 屋根材の種類や、劣化による屋根材の開きの程度に応じて職長の判断により吹

付け塗装を行う場合があります。 

(VIII) 通常、屋根塗装は、外壁塗装・付帯部塗装終了後に行います。 

(IX) 弱溶剤塗料ですので臭気はマイルドです。 
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(X) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

(XI) ２液型弱溶剤塗料のため、秤を使用し、規定の混合比で混練します。 

(XII) 希釈は塗装用シンナー（汎用シンナー）により行います。主剤・硬化剤混練後

に対し、状況に応じて職長の判断により無希釈～10%程度希釈します。（１０%

希釈時塗装用シンナー量 1600ml/缶） 

(XIII) 遮熱塗料ですので展色材（ビヒクル）が分離しやすい傾向にあります。そのた

め十分に撹拌して使用します。 

(XIV) 下塗塗装後、当日上塗作業は行いません。（一晩寝かせ・最低６時間養生） 

(XV) 屋根上に太陽光パネル等が設置している場合、重なり屋根部分は可能な限り塗

装を行います。 

 

⑥ 金属屋根上塗作業（亜鉛メッキ鋼板・劣化を確認したガルバニウム鋼板） 

ア. 作業器材 サーモアイｓｉ 

イ. 作業箇所 金属鋼板屋根 

ウ. 作業目的 塗膜の劣化により錆の発生、またはその恐れのある金属鋼板屋根材の錆の

進行または発生を抑制し、美観を回復または向上させます。遮熱効果により光熱費の

抑制を期します。また、遮熱効果による内部結露防止を期します。 

エ. 作業方法 屋根材鼻先や立ハゼ周辺等へ刷毛等を用いてダメ込みを行い、ローラーを

用いてそれぞれ通常２回塗布作業を行います。 

オ. 備考 

(I) サーモアイｓｉは下塗塗料のサーモアイプライマーと組み合わせることで最大限

の遮熱効果を発揮します。本塗料はシリコン樹脂塗料であり、高い耐久性が期待

できます。本塗料の遮熱効果は環境省により実証されています。 

(II) 屋根伝い雨樋は本塗料により塗装いたします。 

(III) 棟板金は全面錆止め塗装を行います。（唐草板金含む） 

(IV) 原則、刷毛及びローラーにより塗装を行います。ローラーはマイクロファイバー

ローラーを使用します。 

(V) 屋根材の種類や、劣化による屋根材の開きの程度に応じて職長の判断により吹付

け塗装を行う場合があります。 

(VI) 通常、屋根塗装は、外壁塗装・付帯部塗装終了後に行います。 

(VII) 弱溶剤塗料ですので臭気はマイルドです。 

(VIII) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合

があります。 

(IX) 希釈は塗装用シンナー（汎用シンナー）を使用します。状況に応じて職長の判断

により、無希釈～7%希釈で行います。希釈には秤を使用します。（メーカー規定

無希釈～5%・５%時 750ml/缶）（一回目塗布作業時７%希釈、二回目塗布作業時

無希釈を推奨しています。これらは職長の判断により変更されます） 
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(X) 屋根材の種類や、劣化による屋根材の開きの程度に応じて職長の判断により吹付

け塗装を行う場合があります。 

(XI) 特殊塗料ですので展色材（ビヒクル）が分離しやすい傾向にあります。そのため十

分に撹拌して使用します。 

(XII) 塗装色は、標準色よりお選びいただけます。 

(XIII) 冬期は 10 時以前および 15 時以降、上塗作業を行いません。 

(XIV) 屋根上に太陽光パネル等が設置している場合、重なり屋根部分は可能な限り塗

装を行います。 
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8. 外壁塗装下塗作業 

 

① PC・ALC（フラット仕上げ部材の場合）窯業系サイディング外壁下塗作業※スタッコ・石

彫仕上げ等以外（劣化小） 

ア. 作業器材 水性カチオンシーラー透明（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 意匠仕上げでないフラットな PC・ALC 外壁材または窯業系サイディング

外壁材（窯業系部材胴差・破風・鼻隠し等含む） 

ウ. 作業目的 浸透し、強固な下地を形成し、上塗塗料の密着性能向上を図ります。 

エ. 作業方法 ウールローラー等により先行塗装を行い、サッシまわりや樋裏等の狭小部

を刷毛でダメ込み、それぞれ通常１回塗装します。 

オ. 備考 

(I) 水性カチオンシーラーはポピュラーな塗料で密着力に優れ、被塗装物の適用範囲

が広く、浸透力・固着力により表面劣化の外壁材の下塗塗材に適します。主に築

10 年後の初塗装に適します。 

(II) 色はクリアを使用します。塗布箇所乾燥後は濡れ色に変化します。 

(III) 旧塗膜の色味に応じてホワイト色シーラーを使用する場合があります。 

(IV) 外壁材の破断やクラック、凍害破壊が確認された場合、劣化度を中以上と判断し

ます。 

(V) 希釈は行いません。（無希釈使用塗料） 

(VI) 旧塗膜の種類に応じて、下塗回数を増やす場合があります。 

(VII) 水性塗料のため臭気はマイルドです。 

(VIII) 下塗塗装後、十分に乾燥したことを確認後、上塗塗装を行います。 

(IX) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

(X) 難付着性サイディングには使用できません。 

 

② 窯業系サイディング外壁下塗作業※スタッコ・石彫仕上げ等以外（劣化中～大） 

ア. 作業器材 パーフェクトサーフ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 窯業系サイディング外壁材（窯業系部材胴差・破風・鼻隠し等含む） 

ウ. 作業目的 劣化により、表面が風化し凹凸が生じた外壁材を平滑にします。微弾性を

有しますので、細かいクラックを塗布作業で充填でき割れに追従します。上塗塗料の

吸い込みを防止し、優れた仕上がり感を期すことができます。 

エ. 作業方法 ウールローラー等により先行塗装を行い、サッシまわりや樋裏等の狭小部

を刷毛でダメ込み、それぞれ通常１回塗装します。 

オ. 備考 

(I) 従来の下塗塗材との違いがはっきり理解できるほどの抜群の作業性を有し、ノビ

がよく、キメが細かく、仕上がり感の向上が期待できます。微弾性機能を有して

おりますので割れに追従し、雨水の流入を防止します。 
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(II) サッシ周り等の塗装不可物の養生チリ際は、当該塗装不可色近似色の SK カラー

サーフでダメ込みを行います。※上塗りホワイト色以外（又は上塗色近似色に調

色したパーフェクトサーフを使用※上塗ホワイト色以外） 

(III) 色はホワイトになります。旧塗膜色によっては多少下地が透けて見える場合があ

りますが問題ありません。 

(IV) 外壁材の破断やクラック、凍害破壊が確認された場合、劣化度を中以上と判断し

ます。 

(V) 希釈は水道水を使用します。状況に応じて職長の判断により、無希釈～５%希釈

で行います。希釈には秤を使用します。（メーカー規定無希釈２～5%・５%時

750ml/缶） 

(VI) 旧塗膜の種類や劣化状況に応じて、別途浸透プライマーを塗布する場合がありま

す。 

(VII) 水性塗料のため臭気はマイルドです。 

(VIII) 下塗塗装後、十分に乾燥したことを確認後、上塗塗装を行います。 

(IX) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

 

③ 各種外壁材スタッコ仕上げ下塗作業 

ア. 作業器材 水性カチオンシーラー（日本ペイント）・水性ミラクシーラーエコ（SK 化

研） 

イ. 作業箇所 スタッコ仕上げ箇所 

ウ. 作業目的 カチオン系シーラーを塗布することにより、脆弱なスタッコ表面塗膜を強

固にし、上塗工程のための素地ごしらえを行います。 

エ. 作業方法 ウールローラー等により先行塗装を行い、サッシまわりや樋裏等の狭小部

を刷毛でダメ込み、それぞれ通常１回塗装します。 

オ. 備考 

(I) 上塗塗材アートフレッシュの下塗塗材です。艶あり仕上げを希望される場合はア

ンダーサーフ SD（SK 化研）を使用します。（費用別途） 

(II) 水性カチオンシーラーはポピュラーな塗料で密着力に優れ、被塗装物の適用範囲

が広く、浸透力・固着力により表面劣化の外壁材の下塗塗材に適します。 

(III) 色味は養生チリ際をクリア、外壁平面をホワイトで塗布します。 

(IV) 希釈は行いません。（無希釈使用塗料） 

(V) 旧塗膜の劣化状態に応じて、下塗回数を増やす場合があります。 

(VI) 水性塗料のため臭気はマイルドです。 

(VII) 下塗塗装後、十分に乾燥したことを確認後、上塗塗装を行います。 

(VIII) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合

があります。 
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④ PC・ALC（劣化中～）・RC・モルタル外壁下塗作業（劣化小） 

ア. 作業器材 パーフェクトフィラー（日本ペイント）平滑仕上げ 

イ. 作業箇所 RC・PC・ALC・モルタル外壁（左記に準ずる材質の軒天・パラペット等

含む） 

ウ. 作業目的 本塗料は微弾性を有しますので、細かいクラックを塗布作業で充填でき割

れに追従します。上塗塗料の吸い込みを防止し、優れた仕上がり感を期すことができ

ます。 

エ. 作業方法 ウールローラー等により先行塗装を行い、サッシまわりや樋裏等の狭小部

を刷毛でダメ込み、それぞれ通常１回塗装します。本工法は平滑仕上げとなります。 

オ. 備考 

(I) 今までにない新しい下塗材で、従来の下塗塗材との違いがはっきり理解できるほ

どの抜群の作業性を有し、ノビがよく、キメが細かく、仕上がり感の向上が期待

できます。微弾性機能を有しておりますので割れに追従し、雨水の流入を防止し

ます。 

(II) サッシ周り等の塗装不可物の養生チリ際は、当該塗装不可色近似色の SK カラー

サーフでダメ込みを行います。※上塗りホワイト色以外（又は上塗色近似色に調

色したパーフェクトサーフを使用※上塗ホワイト色以外） 

(III) 色はホワイトになります。旧塗膜色によっては多少下地が透けて見える場合があ

りますが問題ありません。 

(IV) 外壁材の破断やクラック、爆裂等が確認された場合、劣化度を中以上と判断しま

す。 

(V) 希釈は水道水を使用します。状況に応じて職長の判断により、～8%希釈で行い

ます。希釈には秤を使用します。（8%希釈時 1200ｍl/缶） 

(VI) 旧塗膜の種類や劣化状況に応じて、別途浸透プライマーを塗布する場合がありま

す。 

(VII) 水性塗料のため臭気はマイルドです。 

(VIII) 下塗塗装後、十分に乾燥したことを確認後、上塗塗装を行います。（養生４時間

以上） 

(IX) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

 

⑤ RC・モルタル外壁下塗作業（標準仕様） 

ア. 作業器材 パーフェクトフィラー（日本ペイント）なみがた模様仕上げ 

イ. 作業箇所 RC・PC・ALC・モルタル外壁（左記に準ずる材質の軒天・パラペット等

含む） 

ウ. 作業目的 本塗料は微弾性を有しますので、クラックを塗布作業で充填でき割れに追

従します。上塗塗料の吸い込みを防止し、優れた仕上がり感を期すことができます。

なみがた模様で厚膜に塗装しますので、将来発生する比較的大きなクラックにも対応
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します。 

エ. 作業方法 サッシまわりや樋裏等の狭小部を刷毛でダメ込み先行塗装を行い、砂骨ロ

ーラーにより外壁平面を塗布し、それぞれ通常１回塗装します。 

オ. 備考 

(I) 今までにない新しい下塗材で、従来の下塗塗材との違いがはっきり理解できるほ

どの抜群の作業性を有し、ノビがよく、キメが細かく、仕上がり感の向上が期待

できます。本工法は防水塗装ともよばれ、微弾性機能を有しておりますので割れ

に追従し、雨水の流入を防止します。塗料の痩せが少なく、従来の下塗材と比し

て良好な模様（パターン）を形成します。 

(II) サッシ周り等の塗装不可物の養生チリ際は、当該塗装不可色近似色の SK カラー

サーフでダメ込みを行います。※上塗りホワイト色以外（又は上塗色近似色に調

色したパーフェクトサーフを使用※上塗ホワイト色以外） 

(III) サッシ周り等の塗装不可物の養生チリ際は、模様をつけず 0.5ｃｍ程度避けて塗

装します。（（イ）の処理により、防水機能性低下を避けます） 

(IV) 入隅部も外壁平面部と同様に砂骨ローラーにより模様を付けます。 

(V) 色はホワイトになります。旧塗膜色によっては多少下地が透けて見える場合があ

りますが問題ありません。 

(VI) 狭小等の理由により、模様付けが出来ない場合があります。 

(VII)  

(VIII) 外壁材の破断やクラック、爆裂等が確認された場合、劣化度を中以上と判断し

ます。 

(IX) 希釈は水道水を使用します。希釈には秤を使用します。１缶に対し、400ml の水

道水により希釈をします。（統一） 

(X) 旧塗膜の種類や劣化状況に応じて、別途浸透プライマーを塗布する場合がありま

す。 

(XI) 水性塗料のため臭気はマイルドです。 

(XII) 下塗塗装後、当日上塗作業は行いません。（一晩寝かせ） 

(XIII) 乾燥に時間を要します。衣服に付着しないようご注意ください。 

(XIV) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合

があります。 
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9. 外壁塗装上塗作業 

 

① 各種外壁材上塗り作業（スタッコ・ベルアート系塗材除く） 

ア. 作業器材 パーフェクトトップ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 各種外壁材 

ウ. 作業目的 防藻・防かび性を有し、それらの根から建物を保護します。シリコングレ

ードを超える高い耐候性で外壁基材・下塗塗膜を保護し、建物の長寿命化に寄与しま

す。本塗料は親水性を有しますので火山灰混じりの雨水から建物の美観を守る低汚染

性を有します。 

エ. 作業方法 サッシまわりや樋裏等の狭小部を刷毛により、ダメ込み作業を１回行い、

ウールローラーにより平面部を通常２回塗装します。 

オ. 備考 

(I) パーフェクトトップは新種のグレード、ラジカル制御型塗料グレードに属しま

す。シリコン塗料グレードよりも耐候性、コストパフォマンスにすぐれており、

塗装後の仕上がりが他種塗料と比して優れております。透湿性を有しますので内

部結露防止に寄与します。防藻・防カビ性により湿度の高い山間部や川沿いの建

物に多く見られる外壁の緑化を防止し、高い光沢性も相まって長時間、塗装後の

仕上がりをキープできます。職人目線ではパーフェクトシリーズに共通して、ノ

ビがよく、カブリがよく（痩せが少ない）、優れた作業性を有します。ラジカル

制御技術は日本ペイントの特許技術です。 

(II) ペイントジャックでは通常、ウールローラーによる塗布作業を先行し、その後、

刷毛等によるダメ込み作業を１回行います。その後ウールローラーによって２回

目の塗布作業を行い仕上げます。 

（※従来通常、刷毛等によるダメ込み作業を２回、ウールローラーによる塗布作業を２回とするのが原則

でした。それぞれの作業を２回行うことにより、刷毛の箇所、ローラーの箇所それぞれの塗布量が同一に

なるだろうとの推測のもと、このような方法がとられておりました。しかしながらペイントジャックでは

コストパフォマンス重視の元、それぞれ異なる希釈率により、同程度の塗布量による作業を行うことによ

り（自社試験による確認済）、ダメ込み作業の工程を１工程減らし、その分コストを節約し、お客様に還元

しております。また、事実、上記の原則の説明を行わずに刷毛によるダメ込み作業を１回に収める業者は

少なくありません。ペイントジャックでは誠実を標榜するためこれらをオープンにし、明示します。な

お、仕上がりムラにはなりません。） 

(III) 水性塗料のため、臭気はマイルドです。 

(IV) 希釈は水道水を使用します。希釈には秤を使用します。１缶に対し、～5%・最

大 750ml の水道水により希釈をします。（ダメ込み用は１%希釈厳守） 

(V) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

(VI) 上塗１回目、２回目共、同じ色彩の塗料を使用します。 
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(VII) 臭気パイプは適切な下塗り後、本塗料で塗装します。 

(VIII) 上塗工程終了後、養生をはずします。 

(IX) AC カバー（エアコンカバー）はデザインに応じて適切な下塗り後、本塗料で塗

装する場合があります。 
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10. 付帯部塗装 

  

① 塩ビ雨樋塗装作業 

ア. 作業器材 ファインパーフェクトトップ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 U 字型（半円型）軒樋および角型（箱樋）ならびに関連部材 

ウ. 作業目的 塩ビ雨樋の耐久年数はおよそ 30 年とされ、そのため保護というよりも、

とりわけ意匠性向上の為に行います。 

エ. 作業方法 ミニマイクロファイバーローラーにより１回目の塗装を行い、２回目の塗

布を原則刷毛により、見え掛かり部分を塗装します。 

オ. 備考 

(I) ペイントジャックではミニマイクロファイバーローラーおよび刷毛により全面塗

装を１回行い、２回目の塗布作業は原則見え掛かりのみミニマイクロファイバー

ローラーを用いて仕上げます。通常、２回塗りを原則としますが、もっぱら意匠

性のための塗装作業であって、狭小部等、作業手間がかかる箇所や手直し作業が

生ずる箇所を含め、全面塗装を行うことは職人精神の満足を満たしますが、コス

トパフォマンスの低下は避けられません。しかしながら１回塗り仕上げでは吸い

込みムラや艶ムラが生じ、意匠性低下を招きます。これらの要因からペイントジ

ャックでは、１回目２回目の希釈率を調整し、１回半塗装（1.5 回塗）を標準と

し、コストを節約し、お客様に還元しております。また、事実、上記の原則の説

明を行わずに塗布作業を１回に収める業者は少なくありません。（ペイントジャ

ックでは誠実を標榜するためこれらをオープンにし、明示します）なお、仕上が

りムラにはなりません。具体的には、２回目塗布作業時において、丸樋にあって

は裏面（壁面側）を除くおよそ７割程度を塗装するにとどめ、箱樋（角型雨樋）

にあっては３面のうち、裏側（壁面側）を除く２面のみ、塗装します。 

(II) 雨樋支持具 L 部（固定金具）は塗装する長さを統一します。 

(III) 旧塗膜が存する場合において、塗膜劣化により、ムラ等の発生の恐れのある場

合、３回塗りを行う場合があります。 

(IV) 弱溶剤塗料ですので臭気はマイルドです。 

(V) 希釈は塗装用シンナー（汎用シンナー）を使用します。１回目塗布作業時を無希

釈とし、２回目塗布作業を職長の判断により、5%～13%希釈して塗装します。

希釈には秤を使用します。（メーカー規定３％～13%） 

(VI) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

(VII) 雨樋の中は塗装しません。 

(VIII) 角型雨樋であって、かつ、軒樋で鼻隠しとの離れが無い場合、塗装が出来ない

場合があります。 

(IX) ゴミ・チリ等の混入により、ツヤムラ等が生じますので雨樋を十分に清掃後、塗

装を行います。 
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(X) １回目塗装時、ゴミ・チリ等の付着が確認できた場合、確認箇所を 400 番程度の

サンドペーパーで研磨後、２回目塗布塗料を作り替えるか、あるいは材料を濾す

などして対応します。 

(XI) 塗装色は原則、白・黒・濃茶のうち、最適な色を選択します。 

 

② 破風・鼻隠し塗装作業 

ア. 作業器材 ファインパーフェクトトップ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 各種外壁材破風・鼻隠し 

ウ. 作業目的 もっぱら意匠性向上のために行います。窯業系サイディング部材、モルタ

ル材質共、概ね付帯色で外壁とは別色で塗装を行います。 

エ. 作業方法 ミニマイクロファイバーローラー等により１回目の塗装を行い、刷毛を用

いたダメ込み作業後、２回目の塗布ミニマイクロファイバーローラー等により、塗装

します。 

オ. 備考 

(I) 小舞は破風・鼻隠し同様に塗装します。 

(II) 下地の状態に応じて、外壁同等の下塗作業を行う場合があります。 

(III) 破風・鼻隠し部材の軒天取り合い側の返し部分は軒天色で塗装します。 

(IV) 弱溶剤塗料ですので臭気はマイルドです。 

(V) 希釈は塗装用シンナー（汎用シンナー）を使用します。希釈量は職長の判断によ

り、無希釈～13%希釈して塗装します。希釈には秤を使用します。（メーカー規

定３％～13%） 

(VI) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

 

③ 雨戸塗装作業 

ア. 作業器材 ファインパーフェクトトップ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所 雨戸 

ウ. 作業目的 金属製の多い雨戸のサビの発生を抑制し、もって意匠性向上を図ります。 

エ. 作業方法 フラットまたは大波タイプの雨戸においては、ミニマイクロファイバーロ

ーラー等により１回目の塗装を行い、刷毛を用いたダメ込み作業後、２回目の塗布ミ

ニマイクロファイバーローラー等により、塗装します。小波の雨戸の場合は吹付け作

業により、２回吹き付けて塗装を行います。 

オ. 備考 

(I) サンドペーパー等でケレン作業後、塗装を行います。 

(II) サビが発生している箇所は下地処理規定に基づき、防錆処理後、塗装を行いま

す。 

(III) 小波の場合、別途費用が発生します。 

(IV) 弱溶剤塗料ですので臭気はマイルドです。 
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(V) 希釈は塗装用シンナー（汎用シンナー）を使用します。希釈量は職長の判断によ

り、無希釈～13%希釈して塗装します。希釈には秤を使用します。（メーカー規

定３％～13%） 

(VI) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

 

④ 付帯部塗装総合 

ア. 作業器材 ファインパーフェクトトップ（日本ペイント） 

イ. 作業箇所  

(I) 霧除け・庇・出窓天端 

(II) シャッターBOX 

(III) 換気フード 

(IV) 帯（胴差） 

(V) 各種水切り板金 

(VI) 軒天換気口 

(VII) 鳩小屋飾り 

(VIII) 外灯塗装可能部 

(IX) 竿掛け（既塗装物および塗装可能物に限る） 

(X) 通常塗装すべき付帯部材 

ウ. 作業目的 部材耐久性の向上、及び美観を向上させます。 

エ. 作業方法 ミニマイクロファイバーローラー等により１回目の塗装を行い、刷毛を用

いたダメ込み作業後、２回目をミニマイクロファイバーローラー等により、塗装しま

す。 

オ. 備考 

(I) シャッターBOX 等、塩ビ被覆材質のものは下地補修規定に基づき処理します。 

(II) RC 造等の場合において、霧除け・庇が外壁材と同質のものである場合、外壁材

と同様に塗装します。 

(III) 窓に設置されたシャッターは塗装を行いません。 

(IV) 換気フードの多くはステンレスを除いては鉄製であり、錆等による腐食防止のた

め、下地処理規定に基づく処理後、塗装を行います。 

(V) 各種水切り板金は錆等の発生が確認された場合、防錆処理後、塗装を行います。 

(VI) 霧除け・庇に固定釘が使用されており、抜け、緩み等が確認できる場合、下地補

修規定に基づき処理します。 

(VII) 軒天換気口は塗装可能な場合、刷毛及びローラー塗装共、１回塗り仕上げによ

り塗装を行います。 

(VIII) 弱溶剤塗料ですので臭気はマイルドです。 

(IX) 希釈は塗装用シンナー（汎用シンナー）を使用します。希釈量は職長の判断によ

り、無希釈～13%希釈して塗装します。希釈には秤を使用します。（メーカー規
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定３％～13%） 

(X) 降雨時、又は降水確率 50%以上の場合職長の判断により作業を見合わせる場合が

あります。 

(XI) 出窓下部が塗装可能である場合、付帯色で通常１回塗装します。 

(XII) 塗装色は原則、白・黒・濃茶のうち、最適な色を選択します。 

(XIII) 付帯部類似であっても塗装を行わないもの 

① ドア・勝手口 

② 配電盤 

③ コード類 

④ 室外機ホース 

⑤ 室外機 

⑥ 各種サッシ 

⑦ ステンレス材質部材 

⑧ ファインパーフェクトトップを使用できない（すべきでない）部材 

⑨ ガス管およびガスメーター 

 


