
小片を超えるはく落対策工対応工法「タフガードスマートＣＦクロス工法」

トンネル覆工コンクリートはく落防止対策

タフガード トンネルはく落防止システム
ＮＥＸＣＯ『トンネル施工管理要領（平成27年7月）合格』

 小片はく落対策工対応工法「タフガードスマートSPメッシュ工法」



●NEXCO「設計要領第三集 トンネル」におけるタフガードトンネルはく落防止システム対応区分

NEXCOトンネル施工要領（平成27年7月）「覆工のはく落対策 坑口部の有筋区間」および「覆工のはく落対策無筋
区間」双方の「繊維接着系工法 小片はく落対策工の材料」の試験規格に合格しており、高い押し抜き性能を発揮し、
万一の火災に対し延焼性・自己消化性・発生ガスの安全性に対応します。

NEXCO構造物施工管理要領（平成26年7月）はく落防止規格の耐久性能にも合格しており、－30℃から＋50℃
の温度範囲ではく落防止性能を維持します。寒冷地区でもすぐれた塗膜性能を維持します。

5工程で、最短2日施工が可能です。また、ビニロン2軸メッシュシートを採用したことにより、仕上りがよく、すぐれ
た貼付け作業性で、強靭なはく落防止性能を発揮します。

② すぐれた塗膜性能

③ すぐれた作業性

① NEXCOトンネル施工管理要領「小片はく落対策工の材料」に合格

タフガードトンネルはく落防止システム
小片はく落対策工対応工法「タフガードスマートＳＰメッシュ工法」
小片を超える はく落対策工対応工法「タフガードスマートＣＦクロス工法」

タフガードトンネルはく落防止システム
小片はく落対策工対応工法「タフガードスマートＳＰメッシュ工法」
小片を超える はく落対策工対応工法「タフガードスマートＣＦクロス工法」

近年、高速道路、自動車用道路の高架構造物の老朽化により発生するコンクリートはく落事象に対して、多くのはく落
防止対策がなされています。トンネル等の覆工コンクリートにおいても同様に、通行する車両の安全性を守るために、
万一の覆工コンクリート片のはく落事象に対して対策が必要です。 

タフガードトンネルはく落防止システム「タフガードスマートSPメッシュ工法｣または「タフガードスマートCFクロス
工法｣は､NEXCOトンネル施工管理要領（平成27年7月版）の「はく落対策 繊維接着工法 小片はく落対策工の材料」
または「小片を超える はく落対策工の材料」の基準試験に合格しています。

「タフガードスマートSPメッシュ工法｣：覆工コンクリート片の想定されるはく落塊の重量が0.5kN以下のコンクリー
ト片の場合の区分「小片」の工事に適用可能です。

「タフガードスマートCFクロス工法｣：覆工コンクリート片の想定されるはく落塊の重量が0.5kNを超えるものが1㎡
程度以下のはく落面積コンクリート片の場合の区分「小片を超える」の工事に適用可能です。

対応状況

有筋区間

タフガードスマート
SPメッシュ工法

タフガードスマート
SPメッシュ工法

タフガードスマート
CFクロス工法

－

無筋区間
区　分

小片はく落対策工

小片を超える はく落対策工

その他のはく落対策工

定　　義

想定されるはく落塊の荷重が0.5kN以下のコンクリート片の場合に適用

想定されるはく落塊の荷重が0.5kNを超えるものの
はく落面積が1㎡程度以下のコンクリート片の場合に適用

想定されるはく落塊の荷重が0.5kNを超え、かつ、
はく落面積が1㎡程度を超えるコンクリート片の場合に適用

■対応区分

■特長 ～タフガードトンネルはく落防止システム～
●タフガードスマートSPメッシュ工法

NEXCOトンネル施工要領（平成27年7月）「覆工のはく落対策無筋区間」の「繊維接着系工法 小片を超えるはく落
対策工の材料」の試験規格に合格しています。

二方向炭素繊維シートとエポキシ樹脂の組み合わせにより、高い押し抜き性能を維持することができます。
また、万一の火災に対し延焼性・自己消化性・発生ガスの安全性に対応します。

5工程で、最短2日施工が可能です。
また、プライマー、上塗り塗料には非危険物の水性塗料を用い、作業の安全性に配慮しています。

② すぐれた塗膜性能

③ すぐれた作業性

① NEXCOトンネル施工管理要領「小片を超える はく落対策工の材料」に合格

●タフガードスマートCFクロス工法



性能照査項目試験結果
【NEXCOトンネル施工管理要領（平成27年7月）小片はく落対策工の材料】

【延焼性・自己消化性試験状況】【坑口部の有筋区間  押し抜き性能試験状況（23℃）】

●タフガードスマートSPメッシュ工法

■性能 「タフガードスマートSPメッシュ工法」

■標準塗装仕様 【小片はく落対策工対応】

試験状況の例

※本成績は夏用での試験結果によります。

※1）目地部以外に施工の場合　※2）目地部で目地を跨いで施工する場合　※3）目地部で目地を跨がないで施工する場合　※4）押抜き性能50℃の強度1.9ｋＮ、付着強さ50℃の保持率80％での値

※1 パテの使用量はコンクリート素地の状態によって大幅に変動します。
※2 1ｍに重ねしろ10cmを考慮した数量です。
※3 タフガードEクロス用中塗Nの粘度調整（増粘）する場合には、増粘材としてミルコンMS-2を0～3%添加してご使

用ください。
注）塗装仕様には夏用仕様と冬用仕様がございます。夏用仕様にはタフガードEパテN-2およびタフガードEグロス用中
塗Nに夏用を、冬用仕様にはタフガードEパテN-2およびタフガードEグロス用中塗Nに冬用をご使用ください。

　  詳しくは使用上の注意事項や各製品の製品仕様説明書をご参照ください。

工程図

JSCEK-533コンクリート片のはく落防止に適用す
る表面被覆材の押抜き試験方法による。押抜き強度
1.5kN以上、押抜き変位10mm以上であることから、
規格性能を有することが確認された。

NEXCO試験方法第7編トンネル関係試験方法試
験方738トンネル補修材料の延焼性試験方法に
よる。消炎時間が30秒以内であり火炎の先端が着
火点より600mmに達しないことが確認された。

上塗り（タフガードUD上塗）

含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

繊維シート貼付け
（クレネットVHA-1105）

不陸調整兼接着パテ
（タフガードEパテN-2）

プライマー
（タフガードE-VM用プライマー）

試 験 結 果試 験 項 目

付着強さ（湿潤）

付着強さ（温冷繰返し）

延焼性・自己消化性

押し抜き性能

押し抜き性能

荷重値P　変位D
P=0.7kN， D ≦ 50mm ※1

P=0.8kN， D ≦ 50mm ※2

P= 1.1kN， D ≦ 50mm ※3

荷重値P　変位D
P=0.7kN， D ≦ 2.02mm
P=0.8kN， D ≦ 2.34mm
P= 1.1kN， D ≦ 3.35mm

 

負荷前、負荷後において5.0×10－3g/m2・日以下

プライマー

はく落防止の
耐久性能試験

ひび割れ含浸性

付着強さ

ひび割れ抵抗性

塩化物イオン透過性

種　別

全工法共通

覆
工
の
は
く
落
対
策

抗
口
部
の
有
筋
区
間

繊
維
接
着
系
工
法

小
片
は
く
落
対
策
工
の
材
料無

筋
区
間

負荷前 0.83×10 -3g/m2・日

負荷後 0.61×10 -3g/m2・日

発生ガスの安全性

消炎時間 ： t ≦ 30秒
延焼範囲上端方向 ： L ≦ 600mm

建築基準法に定める防火材料の性能要求基準のうち
「避難上有害な煙またはガスを発生しないこと」を満たす。
（マウスの平均行動停止時間が6.8分以上を合格）

規　格　値

1.5kN 以上 2.5kN

2.9kN

1.9kN

1.5kN ※4

2.42N/mm2

3.1N/mm2

10.62分

3.4N/mm2

t＝0秒
L＝210mm

1.5kN 以上

1.5kN 以上

－30℃

23℃

50℃

2.0N/mm2以上

1.5N/mm2以上

1.5N/mm2以上

はく落防止の押抜き試験基準値1.5kN
≦

はく落防止の押抜き試験結果の最低値×最少保持率（％）

ー

ー

ー

使用量
（kg/㎡）

施工
方法

塗付間隔
（23℃）

希釈剤
（希釈率）

製品名
（一般名称）

①

②

③

サンダーケレン・シンナー拭き・ブラシやエアブロー、その他規定された工法により、段差
修正やレイタンス・塩分・油脂分などの異物や脆弱層を除去し、施工に適した状態にする。
また、欠損部、鉄筋露出分や漏水がある場合は別途鉄筋防錆、埋め戻し等の断面修復や止
水、導水処理を事前に実施する。

素地調整

プライマー

不陸調整兼
接着パテ

タフガードEパテN-2
（エポキシ樹脂パテ）

タフガードE-VM用プライマー
（エポキシ樹脂ひび割れ含浸プライマー）

はけ
ローラー

4時間以上
7日以内

タフガード
エポキシシンナー
（0～3％）

タフガード ※3
エポキシシンナー
（0～3％）

タフガード
ウレタンシンナー
（10～20％）

貼付け
30分以内

直ちに
7日以内

16時間以上
7日以内

ヘラ
コテ

ヘラ
コテ

ヘラ
コテ

はけ
ローラー

クレネットVHA-1105
（ビニロン2軸メッシュシート）

タフガードEクロス用中塗N
（エポキシ系含浸接着樹脂）

タフガードUD上塗
（柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り）

繊維シート
貼付け

含浸接着
中塗り

上塗り 0.12

0.30

1.1ｍ（㎡）

0.50

0.15

工　程

※1

※2



【延焼性・自己消化性試験状況】

NEXCO試験方法第7編トンネル関係試験方法
試験方738トンネル補修材料の延焼性試験方
法による。消炎時間が30秒以内であり火炎の
先端が着火点より600mmに達しないことが
確認された。

【含浸接着樹脂曲げ強さ試験状況】

JIS K 7171 プラスチック－曲げ特性の求め方の
引張試験方法による。含浸接着樹脂（エポキシ）
の曲げ強さ40N/m㎡以上であることから、規格
性能を有することが確認された。

性能照査項目試験結果
【NEXCOトンネル施工管理要領（平成27年7月）小片を超える はく落対策工の材料】

【繊維シート引張強さ試験状況】

●タフガードスマート CFクロス工法

■性能 「タフガードスマートCFクロス工法」

■標準塗装仕様 【小片を超える はく落対策工対応】

試験状況の例

※本成績は夏用での試験結果によります。

※1 タフガードＥクロス用中塗Nの硬化剤は夏用をご利用ください。
※2 不陸調整不要時は塗付量0.4kg/m²、不陸調整必要時は0.7kg/m²まで塗付可能です。
※3 タフガードＥクロス用中塗Nの粘度調整（増粘）する場合には、増粘材としてミルコンMS-2を0～3%添加してご使

用ください。
※4 1ｍに重ねしろ10cmを考慮した数量です。
注）プライマー、不陸調整兼含浸接着中塗りはコンクリート素地の状態によって、大幅に使用量が変動することがあります。

工程図

上塗り（水性ハイポン50上塗）

含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

繊維シート貼付け
（トレカクロスBT70-20）

不陸調整兼含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

プライマー
（タフガードＲ-Ｗプライマー）

試 験 結 果試 験 項 目

延焼性・自己消化性

繊維シート

プライマー

含浸接着樹脂
（エポキシ）

引張強さ

引張弾性係数

引張強さ

曲げ強さ

引張破壊強さ

引張せん断強さ

付着力強さ

種　別

全工法共通

覆
工
の
は
く
落
対
策

繊
維
接
着
系
工
法

小
片
を
超
え
る
は
く
落
対
策
工
の
材
料

無
筋
区
間

発生ガスの安全性

消炎時間 ： t ≦ 30秒
延焼範囲上端方向 ： L ≦ 600mm

建築基準法に定める防火材料の性能要求基準のうち
「避難上有害な煙又はガスを発生しないこと」を満たす。
（マウスの平均行動停止時間が6.8分以上を合格）

規　格　値

8.81分

t＝0秒
L＝240mm

4,710N/m㎡炭素：2,900N/m㎡以上

2.48×10
5

N/m㎡炭素：2.3×10
5

N/m㎡以上

2.83N/m㎡1.5N/m㎡以上

88.2N/m㎡40N/m㎡以上

37.6N/m㎡30N/m㎡以上

12.9N/m㎡10N/m㎡以上

2.39N/m㎡1.5N/m㎡以上

ー

ー

ー

ー

使用量
（kg/㎡）

施工
方法

塗付間隔
（23℃）

希釈剤
（希釈率）

製品名
（一般名称）

①

②

③

サンダーケレン・シンナー拭き・ブラシやエアブロー、その他規定された工法により、段差
修正やレイタンス・塩分・油脂分などの異物や脆弱層を除去し、施工に適した状態にする。
また、欠損部、鉄筋露出分や漏水がある場合は別途鉄筋防錆、埋め戻し等の断面修復や止
水、導水処理を事前に実施する。

素地調整

プライマー

不陸調整兼
含浸接着中塗り

タフガードR-Wプライマー
（イソシアネート硬化水性エポキシ樹脂プライマー）

はけ
ローラー

2時間以上
7日以内

水道水
（100％）

水道水
（0～5％）

直ちに
30分以内

直ちに
7日以内

16時間以上
7日以内

ヘラ
コテ

ヘラ
コテ

ヘラ
コテ

はけ
ローラー

トレカクロスBT70-20
（炭素繊維）

タフガードEクロス用中塗N 夏用
（エポキシ系含浸接着樹脂）

水性ハイポン50上塗
（非危険物水性ポリウレタン樹脂上塗り塗）

繊維シート
貼付け

含浸接着
中塗り

上塗り 0.12

0.20

1.1ｍ（㎡）

0.4
～0.7

0.04

工　程

※2

※4

※3

※3
※1

タフガードEクロス用中塗N 夏用
（エポキシ系含浸接着樹脂）

※1

JIS A 1191 コンクリート
補強用連続繊維シート
の引張試験方法による。
炭素繊維シートの引張
強さ2900N/m㎡以上、
引張弾性係数2 . 3×
105N/m㎡以上である
ことから、規格性能を有
することが確認された。

※写真はイメージです。



※1 タフガードEパテN-2は夏用と冬用の塗料液・硬化剤をご用意しております。詳しくは製品使用説明書をご参照ください。
※2 タフガードEクロス用中塗Nは夏用と冬用の硬化剤をご用意しております。詳しくは製品使用説明書をご参照ください。

ポットライフ
（23℃）

6時間

6時間

40分
（夏用）

製　品　名

中・濃彩色
13.5kgセット（塗料液12kg 硬化剤1.5kg）

白および淡彩色
16.5kgセット（塗料液15kg 硬化剤1.5kg）

容　　　　　量一　般　名　称

※1

※1

※2

タフガードスマートSPメッシュ工法　製品体系

製品体系

1日1日 1日1日
※別途素地調整

プライマー工程
（タフガードE-VM用プライマー）

プライマー工程
（タフガードE-VM用プライマー）

不陸調整兼接着パテ
（タフガードEパテN-2）

不陸調整兼接着パテ
（タフガードEパテN-2）

繊維シート貼付け
（VHA-1105）

繊維シート貼付け
（VHA-1105）

含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

上塗り
（タフガードUD上塗）

上塗り
（タフガードUD上塗）

作業工程

用　　　途

1時間タフガードE-VM用プライマー
クリヤー

6kgセット（塗料液4kg 硬化剤2kg）エポキシ樹脂ひび割れ含浸プライマープ ラ イ マ ー

ークレネットVHA-1105 1.05×100mビニロン2軸メッシュシート繊維シート貼付け

タフガードEクロス用中塗N
グレー系半透明

12kgセット（主剤8kg 硬化剤4kg）
エポキシ系含浸接着樹脂含浸接着中塗り

タフガードUD上塗柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り上　　塗　　り

40分
（夏用）

タフガードEパテN-2
グレー

12kgセット（塗料液8kg 硬化剤4kg)
エポキシ樹脂パテ

不 陸 調 整 兼
接 着 パ テ

※1 硬化剤には、夏用をご使用ください。

ポットライフ
（23℃）

6時間

製　品　名 容　　　　　量一　般　名　称

※1

タフガードスマートＣＦクロス工法　製品体系

タフガードスマートSPメッシュ工法

1日1日 1日1日
※別途素地調整

プライマー工程
（タフガードR-Wプライマー）

プライマー工程
（タフガードR-Wプライマー）

不陸調整兼含浸接着
（タフガードEクロス用中塗N）

不陸調整兼含浸接着
（タフガードEクロス用中塗N）

繊維シート貼付け
（BT70-20）

繊維シート貼付け
（BT70-20）

含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

含浸接着中塗り
（タフガードEクロス用中塗N）

上塗り
（水性ハイポン50上塗）

上塗り
（水性ハイポン50上塗）

タフガードスマートＣＦクロス工法

用　　　途

5時間タフガードR-Wプライマー
乳白色

1.8kgセット（A材0.45kg B材1.35kg）イソシアネート硬化水性エポキシ樹脂プライマープ ラ イ マ ー

ートレカクロスBT70-20 1.00×50ｍ炭素繊維シート補 強 シ ー ト

水性ハイポン50上塗
各色

16kgセット（塗料液14kg 硬化剤2kg）
非危険物水性ポリウレタン樹脂上塗り塗料上 塗 り

40分タフガードEクロス用中塗N 夏用
グレー系半透明

12kgセット（主剤8kg 硬化剤4kg）
エポキシ系含浸接着樹脂

不陸調整および
含浸接着中塗り



安全衛生上の注意事項 〔タフガードEクロス用中塗N 主剤〕 

NP-V091

危険有害性情報 危  険 

皮膚刺激／アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ／強い眼刺激／遺伝性疾患のおそれの疑い／生殖能力または胎児への悪影響のおそれ
水生生物に非常に強い毒性／長期的継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

AA171005T
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お客さまセンター
☎ 03-3740-1120
☎ 06-6455-9113

● このカタログは再生紙を使用しています。

横倒禁止

●本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●「クレネット」は倉敷紡績株式会社の登録商標です。
●「トレカ」は東レ株式会社の登録商標です。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、
　日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●ⓒCopyright 2017 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.

1.本来の用途以外に使用しないでください。
2.使用前に取扱説明書を入手してください。
3.すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
4.粉じん／煙／ガス／蒸気／スプレーを吸入を避けてください。
5.取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
6.汚染された作業衣は作業場から出さないでください。
7.必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
8.保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
9.緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
10.飲み込んだ場合：気分が悪いときは、医師に連絡してください。口をすすいでください。
11.容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
12.漏出物を回収してください。
13.皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
14.吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
15.吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
16.眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易
に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。

17.ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けてください。

18.皮膚刺激を生じた場合：医師の診断／手当てを受けてください。
19.皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断／手当てを受けてください。
20.眼の刺激が続く場合は：医師の診断／手当てを受けてください。
21.汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
22.施錠して保管してください。
23.直射日光や水濡れは厳禁です。
24.塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
25.日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上（スプレー缶の場合は
40℃以上）の温度にばく露しないでください。

26.容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に持ち上
げ、落下に十分注意してください。（偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。）

27.内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
28.塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具など
を洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、
排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

■詳細な内容、表示例以外の商品については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
■本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

使用上の注意事項 ※その他製品の使用上の注意事項につきましては、各製品の製品使用説明書をご参照ください。

【タフガードE-VM用プライマー】
１.混合後は発熱しますので取扱いに注意してください。直射日光等の影響で液温が高くなった
状態で混合しますと、発熱が早まり可使時間が短くなることがあります。保管、混合は比較的
涼しいところで行い、小分けして使い切ってください。
2.低温時において乾燥は著しく低下し、乾燥過程で種々の塗膜欠陥を生ずることがありますの
で5℃以下の気温が連続する場合、施工しないでください。
3.密閉場所では換気を十分行い、乾燥中も換気してください。
4.塗装時ならびに塗料取扱時は換気を十分行い、火気厳禁です。
5.皮膚かぶれを生じやすいので、マスク、手袋、頭巾、眼鏡などを着用し、顔、手足など皮膚への
付着を避けてください。付着した場合は速やかに洗ってください。

【タフガードEパテN-2】
1.硬化不良や肉やせの原因となるので、シンナーでの稀釈は避けてください。
2.混合後は発熱しますので取扱いに注意し、可使時間（ポットライフ）も短いので、混合後は出来
るだけ早く小分けして使い切ってください。
3.低温（5℃以下）での施工は避けてください。10℃以下の場合は冬用の塗料液･硬化剤を使用し
てください。
4.器具などの洗浄にはタフガードエポキシシンナーを使用してください。
5.皮膚かぶれを生じやすいので、マスク、手袋、頭巾、眼鏡などを着用し、顔、手足など皮膚への
付着を避けてください。付着した場合は速やかに洗ってください。

【タフガードEクロス用中塗N】
1.混合後は発熱しますので取扱いに注意し、可使時間（ポットライフ）も短いため、混合後は
出来るだけ早く小分けして使い切ってください。
2.低温（5℃以下）での施工は避けてください。10℃以下の場合は冬用の硬化剤を使用してく
ださい。
3.器具などの洗浄にはタフガードエポキシシンナーを使用してください。
4.皮膚かぶれを生じやすいので、マスク、手袋、頭巾、眼鏡などを着用し、顔、手足など皮膚
への付着を避けてください。付着した場合は速やかに洗ってください。
5.粘度調整（増粘）する場合には、増粘材としてミルコンMS-2を0～3%添加してご使用ください。

【タフガードUD上塗】
1.水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
2.硬化剤は湿気に感じやすいので密栓して貯蔵してください。
3.硬化剤の皮膚付着などについては十分に注意してください。
4.塗装時及び塗料取扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁です。

【各製品共通】
1.作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
2.製品安全に関する詳細な内容は安全データーシート（SDS）をご参照ください｡
3.記載内容については予告なく変更することがあります。

タフガードスマートSPメッシュ工法

【タフガードR-Wプライマー】
１.低温時において乾燥は著しく低下し、乾燥過程で種々の塗膜欠陥を生ずることがありますの
で、5℃以下の気温が連続する場合、施工しないでください。
2.混合は、1セット（1.8kgセット）を混合する場合、先ず水1.8kgを容器に入れ、ディスパーでかく
はんしながらA材0.45kgを徐々に加え十分にかくはんしてください。均一な乳白色の懸濁液
（かくはん不良などでA材が透明な状態で容器底などに残っていないこと）にした後、B材
1.35kgを添加し十分に混合してください(かくはん時間は1分以上）。かくはんが不十分な場
合、硬化不良や付着不良を生じる場合があるため注意してください。
3.調合は規定割合を厳守し、混合はディスパーで十分にかくはんし均一状態になったことを確
認した後にご使用ください。
4.混合後、5時間を経過した塗料の使用は厳禁です（性能が得られません）。
5.他塗料およびシンナー等の溶剤の混入は絶対に避けてください。
6.使用後の残塗料（5時間経過した塗料も含む）は、産業廃棄物として処理してください。尚、残
塗料は硬化反応の過程で炭酸ガスを発生し、密封系保管の場合内圧が上がり蓋を開く際、蓋
が飛ぶ恐れがあります。少なくとも1日は完全密封系では保管しないでください。

【タフガードEクロス用中塗N】
１.混合後は発熱しますので取扱いに注意し、可使時間（ポットライフ）も短いため、混合後は出
来るだけ早く小分けして使い切ってください。
2.低温（5℃以下）での施工は避けてください。
3.器具などの洗浄にはタフガードエポキシシンナーを使用してください。
4.皮膚かぶれを生じやすいので、マスク、手袋、頭巾、眼鏡などを着用し、顔、手足など皮膚への
付着を避けてください。付着した場合は速やかに洗ってください。
5.粘度調整（増粘）する場合には、増粘材としてミルコンMS-2を0～3%添加してご使用ください。

【水性ハイポン50上塗】
１.塗り重ね日数がオーバーした場合、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで面粗ししてから塗り重
ねてください。
2.被塗物が結露などで濡れている場合は塗装を避けるか、十分水分を除去してから塗装を実施
してください。
3.使用前、充分かくはんしてください。

4.開缶後は皮張りがしやすいため、表面にうすく希釈剤を張り、ふたをしておくと、皮張り
を遅くすることができます。
5.水による希釈割合は、必ず5%以下としてください。希釈しすぎるとダレたりハジキやすく
なります。
6.塗装する時、まず希釈なしで塗装して下さい。粘度が高く、塗装しにくい時は、希釈剤を用
いて希釈して下さい。
7.塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上、また換気が十分でなく結露が考えられる場
合は塗装を避けてください。
8.塗装終了後、4時間以内に気温が5℃以下に下がる事が想定される場合、塗装を避けてく
ださい。
9.この塗料は増粘しにくいため、可使時間の管理を時刻で行ってください。可使時間を過ぎ
た塗料は使用しないでください。
10.外部の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合、および強風時は塗装を避けてください。
11.飛散した時は、速やかに希釈剤などを使って拭き取ってください。
12.水性で2液硬化反応形のため、一般の刷毛は固まったり、ダマになりやすいので、できる
だけ水性塗料反応硬化用刷毛（例えば、大塚刷毛製 水星など）をご使用下さい。
13.塗装後短期のうちに、降雨や結露など、水分の影響を受けると白化することがあり、こ
のような白化面にそのまま塗り重ねると層間付着性が悪く、はく離するおそれがありま
すので、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで白化した層を除去してください。
14.乾燥条件によっては塗膜に粘着を感じられることがありますが時間とともに粘着感は
なくなります。
15.一度に厚塗りすると、乾燥不良となり、種々の問題を起こしますので、適正な膜厚で塗
装してください。
16.洗い溶剤は基本的に水道水ですが、落ちにくいときは、温流水・せっけんで洗い、なおも
落ちにくいときは、水気をきった後にラッカーシンナーをご使用ください。
17.没水部などへの適用は避けてください。

【各製品共通】
１.作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
2.製品安全に関する詳細な内容は安全データーシート（SDS）をご参照ください｡
3.記載内容については予告なく変更することがあります。

タフガードスマートＣＦクロス工法


