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防火材料 上塗材・下塗材 組合せ一覧表 

※防火認定仕様は上記の「塗付量」以下で施工してください。（塗付量には施工時のロスを含んでおりません） 

カタログ・施工仕様書などで表記が「所要量」となっている場合は、施工時のロスを含んでおります。 

■塗料塗装 

NM-8585／不燃材料  QM-9816／準不燃材料  RM-9364／難燃材料 

該当製品名 塗付量 （kg/㎡） 中塗 塗付量 （kg/㎡） 下塗 塗付量 （kg/㎡） 

ＡＥＰクリーン７０G(つや消し) 

０．１４ 以下 

ＡＥＰクリーン７０G(つや消し) 

０．１４ 以下 

ＡＥＰクリーンシーラーホワイト ０．１１ 以下 

ＡＥＰクリーン６０ ＡＥＰクリーン６０ 

水性モルコン 水性モルコン 

ＡＥＰモダンＳｉ 

０．１２ 以下 

ＡＥＰモダンＳｉ 

０．１２ 以下 

ＡＥＰクリーン７０Ｇ 

(つやあり・７分つや・５分つや・

３分つや） 

ＡＥＰクリーン７０Ｇ 

（つやあり・７分つや・５分つや・

３分つや） 

ラフトンＥＭエナメル（各艶） ラフトンＥＭエナメル（各艶） 

水性無機コートＳｉ ０．１２ 以下 水性無機コートＳｉ ０．１２ 以下 サミプラ ０．１０ 以下 

ニューモルコンＮＥＯ ０．１１ 以下 － － ニューモルコンＮＥＯ ０．１１ 以下 

エスコートＥＣＯ ０．０８ 以下 エスコートＥＣＯ ０．０９ 以下 速乾ラスノン５６７４ ０．２０ 以下 

アクリルバーン ０．１５ 以下 アクリルバーン ０．１５ 以下 ピナクルシーラー ０．１７ 以下 

■無機質砂壁状吹付材塗り 

NM-8571／不燃材料  QM-9811／準不燃材料  RM-9366／難燃材料 

該当製品名 塗付量 （kg/㎡） 下塗材 塗付量 （kg/㎡） 

ラフトンシリカリシン １．２０ 以下 

下塗なし － 

サミプラ，サミプラホワイト 

ＡＥＰクリーンシーラー透明，ＡＥＰクリーンシーラーホワイト 
０．１１ 以下 

カチオンシーラーＥＰＯ ０．１７ 以下 

■有機質砂壁状塗料塗り 

NM-8572／不燃材料  QM-9812／準不燃材料  RM-9361／難燃材料 

該当製品名 （仕上げ） 塗付量 （kg/㎡） 下塗材 塗付量 （kg/㎡） 

スズカリシン １．２０ 以下 

下塗なし － 

サミプラ，サミプラホワイト，ＡＥＰクリーンシーラー透明 

ＡＥＰクリーンシーラーホワイト 
０．１１ 以下 

カチオンシーラーＥＰＯ ０．１７ 以下 

スズカジュラク ０．８０ 以下 ＡＥＰクリーンシーラーホワイト ０．１１ 以下 

スズカ防露 

（さざなみ仕上げ） 

（平滑仕上げ） 

１．１０ 以下 スズカ防露プライマー ０．１１ 以下 

ノキテンバリアＡ ０．８０ 以下 

下塗なし － 

サミプラ，サミプラホワイト，ＥＭワイドシーラー 

ＡＥＰクリーンシーラー透明，ＡＥＰクリーンシーラーホワイト 
０．１１ 以下 

カチオンシーラーＥＰＯ，カチオンホワイトシーラーＥＰＯ，ワイドシーラーＥＰＯ 

ピナクルシーラー，ラフトンエポキシシーラー 
０．１７ 以下 
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防火材料 上塗材・下塗材 組合せ一覧表 

※防火認定仕様は上記の「塗付量」以下で施工してください。（塗付量には施工時のロスを含んでおりません） 

カタログ・施工仕様書などで表記が「所要量」となっている場合は、施工時のロスを含んでおります。 

 

■有機質砂壁状塗料塗り 

NM-8572／不燃材料  QM-9812／準不燃材料  RM-9361／難燃材料 

該当製品名 （仕上げ） 塗付量 （kg/㎡） 下塗材 塗付量 （kg/㎡） 

調湿クリーン 

さざなみ仕上げ １．２０ 以下 

ＡＥＰクリーンシーラーホワイト ０．１１ 以下 

フラット仕上げ 
調湿クリーン １．００ 以下 

（寒水石 １厘 １．００ 以下） 

ヒキズリ仕上げ 
調湿クリーン １．１５ 以下 

（寒水石 １厘 １．１５ 以下） 

スパニッシュ仕上げ 
調湿クリーン １．１０ 以下 

（寒水石 １厘 １．１０ 以下） 

ウェーブ仕上げ 
調湿クリーン １．１０ 以下 

（寒水石 １厘 １．１０ 以下） 

 

該当製品名 （仕上げ） 塗付量 （kg/㎡） 下塗材 塗付量 （kg/㎡） 

ニュートーン 

ジュラク仕上げ 

さざなみ仕上げ 

さざなみライン仕上げ 

１．００ 以下 

０．９０ 以下 

０．９０ 以下 

サミプラ，サミプラホワイト ０．１１ 以下 

カチオンシーラーＥＰＯ ０．１７ 以下 

 

■複合型化粧用仕上材塗り 

NM-8573／不燃材料  QM-9813／準不燃材料  RM-9362／難燃材料 

該当製品名 塗付量 （kg/㎡） 上塗材※ 塗付量 （kg/㎡） 下塗材 塗付量 （kg/㎡） 

ラフトンジャンボＳｉ 
 

（旧品名） 

ラフトンシリカジャンボ 

１．３０ 以下 

ラフトンＥＭエナメル，エコＥＭア

クリル，エコＥＭアクリルＢＩＯ，エ

コウレタン，エコウレタンＢＩＯ，エ

コウレタンつや消し，エコシリコ

ン，エコシリコンＢＩＯ，エコシリコン

つや消し 

０．２６ 以下 

サミプラ，サミプラホワイト 

ＡＥＰクリーンシーラー透明 

ＡＥＰクリーンシーラーホワイト 

ＥＭワイドシーラー 

０．１１ 以下 

ビーズコート，ビーズコートＳｉ 

ビーズコートＢＩＯ 
０．３０ 以下 

カチオンシーラーＥＰＯ 

カチオンホワイトシーラーＥＰＯ 
０．１７ 以下 

ラフトンローラーＳｉ １．６０ 以下 

ラフトンＥＭエナメル，エコＥＭア

クリル，エコＥＭアクリルＢＩＯ，エ

コウレタン，エコウレタンＢＩＯ，エ

コウレタンつや消し，エコシリコ

ン，エコシリコンＢＩＯ，エコシリコン

つや消し  

０．２６ 以下 

サミプラ，サミプラホワイト 

ＡＥＰクリーンシーラー透明 

ＡＥＰクリーンシーラーホワイト 

ＥＭワイドシーラー 

０．１１ 以下 

ビーズコート，ビーズコートＳｉ 

ビーズコートＢＩＯ 
０．３０ 以下 

カチオンシーラーＥＰＯ 

カチオンホワイトシーラーＥＰＯ 
０．１７ 以下 

※つや調整品含む 

該当製品名 塗付量 （kg/㎡） 中塗材 塗付量 （kg/㎡） 下塗材 塗付量 （kg/㎡） 

ラフトン内部用 ０．７０ 以下 ＡＥＰクリーン６０ ０．１４ 以下 
サミプラ， 

ＡＥＰクリーンシーラーホワイト 
０．１１ 以下 


