ニッペ フリーベストL v 3シャット工 法 施 工 時の測 定 結 果からは、
大きなアスベストの 飛 散 数 値は検 出されませんでした。つまり、
アスベストの飛 散がほとんどなかったということ。従 来 の塗 装に
比べてより安全に作業を行えることが分かりました。

［作業前］
表面にはホコリ、
よごれ、藻、
こけ、
かびなどが付着している状態です。

［ニッペフリーベストシャットプライマー］ ［ニッペフリーベストシャットフィラー］ ［上塗り・完成］
下塗り材を浸透させて、
ゴミやアスベ
ストをしっかりと固め、下地を整えます。

中塗り材を重ねることで厚い塗膜を
作り、表面をしっかりと覆います。

工場に最適な上塗りを重ねて、
美しく仕上げれば完成です。

塗装仕様書
塗装仕様例①屋根 ニッペ フリーベスト Lv3 シャット（高圧水洗不要）工法 遮熱塗料仕上げ
工程

塗料名

塗り回数

使用量
（kg/㎡/回）

塗り重ね
乾燥時間（23℃）

希釈剤

希釈率（%）

塗装方法

アスベスト粉じん飛散抑制のため、原則として高圧水洗などの下地調整は不要であるが、
明らかにニッペ フリーベストシャットプライマーの塗り重ねだけでは付着不良を起こすと思われる物質（ごみ、
ほこり、
かび、
こけ、藻など）
は手作業などで除去を行う。

下地調整
下塗り

ニッペ フリーベスト シャットプライマー

2〜3

中塗り

ニッペ フリーベスト シャットフィラー
ニッペ サーモアイSi

上塗り

ー

はけ、
ウールローラー、
エアレススプレー

0.15〜0.30

3時間以上7日以内

無希釈

1

0.40〜0.80

16時間以上7日以内

塗料用シンナーA

0〜8

はけ、
ウールローラー

2

0.15〜0.18

3時間以上

塗料用シンナーA

0〜10

はけ、
ウールローラー、
エアレススプレー

希釈率（%）

塗装方法

※上記の数値は、
すべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。
※特に劣化が激しい場合は、上記標準塗装仕様の塗り回数よりも多くの塗り回数が必要な場合があります。

塗装仕様例②外壁 ニッペ フリーベスト Lv3 シャット（高圧水洗不要）工法
工程

塗料名

塗り回数

使用量
（kg/㎡/回）

塗り重ね
乾燥時間（23℃）

希釈剤

アスベスト粉じん飛散抑制のため、原則として高圧水洗などの下地調整は不要であるが、
明らかにニッペ フリーベストシャットプライマーの塗り重ねだけでは付着不良を起こすと思われる物質（ごみ、
ほこり、
かび、
こけ、藻など）
は手作業などで除去を行う。

下地調整
下塗り

ニッペ フリーベスト シャットプライマー

上塗り

オーデフレッシュＳ
ｉ
１００Ⅲ

2

0.15〜0.30

3時間以上7日以内

無希釈

ー

はけ、
ウールローラー、
エアレススプレー

0.14〜0.17

３時間以上

水道水

５〜１０

はけ、
ウールローラー、
エアレススプレー

混合比

ポットライフ
（23℃）

※上記の数値は、
すべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。
※特に劣化が激しい場合は、上記標準塗装仕様の塗り回数よりも多くの塗り回数が必要な場合があります。

荷

姿
塗料名

容 量

ニッペ フリーベスト シャットプライマー

15㎏セット
（塗料液（主剤）：硬化剤=12.5㎏：2.5㎏）

5：1

6時間

ニッペ フリーベスト シャットフィラー

（粉体：塗料液：硬化剤=12㎏：5㎏：1㎏）
18㎏セット

12：5：1

6時間

15㎏セット
（塗料液（主剤）
：硬化剤=13.5㎏ ：1.5㎏）

9：1

6時間

15㎏

ー

ー

ニッペ サーモアイSi
オーデフレッシュＳ
ｉ
１００Ⅲ

※2液形塗料は、塗料液と硬化剤の混合割合を必ずまもり、ポットライフ（可使時間）以内に使用してください。
（硬化剤の過不足や、ポットライフ（可使時間）以降の使用は、硬化性、乾燥性、低汚染性能、色相変化が起こるなど、塗膜性能や仕
上がり外観に悪影響を及ぼします。）
※2液塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。
（縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります）
●高圧水洗を行わないため、
下地条件により下塗りの塗付量が変化しますので、事前に試験塗装・付着試験を行い、適正な下塗りの塗付量を決定してください。
●本仕様は旧塗膜がある場合の改修工法としては適しません。

■施工上の注意事項

詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認願います。

1.山間部、あるいは夜露の早く降りる地域では、早めに塗装を終えて十分に乾燥時間を確
保してください。
（光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。）
2.塗付量はぬれ感が出るまでを目安にしてください。素地への吸い込み個所がある場合
は、その部分を増し塗りしてください。また、下塗り乾燥後ガムテープで基材のはがれ
がないかチェックし、はがれなどがある場合は再度下塗りを塗装してください。
3.本品は、むき出しの波形スレート屋根専用の製品です。カラーベストやコロニアル、洋
風コンクリート瓦（モニエル瓦など）、粘土瓦（いぶし瓦、釉薬瓦など）などに使用しない
でください。
4.作業時には常に保護具を着用ください。
【下塗り（ニッペ フリーベストシャットプライマー）】
1.本品は所定の塗り重ね乾燥時間よりも早く上塗りを塗装しますと、縮み、割れ、乾燥不良
を起こしますので、塗り重ね乾燥時間をまもってください。また、吸い込みの大きい下
地や素材の場合は、塗り重ね乾燥時間は長めにとってください。短時間で上塗りを塗装
しますと、溶剤による膨れや縮みなどが発生する場合があります。
2.高温下では硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗りを3日以内に塗り
重ねてください。
3.エポキシ樹脂系ですので、皮膚のかぶれを引き起こすおそれがあります。肌に付着しな
いよう特に注意してください。
4.塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、
換気を十分に行ってください。
5.笠木、天端など長時間水が滞留する個所では、塗膜の白化、膨れなどが発生する場合が
あります。
6.ローラー、ハケなどは、他の塗料での塗装に使用するとハジキなどが発生するおそれが
ありますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
7.平滑仕上げや鏡面仕上げの場合は、素材や素地の状態によって、吸込みや巣穴によるピ
ンホール、
凹凸などを防止するため、パテ工程や研磨工程が必要になる場合があります。
8.上塗りに強溶剤系塗料のご使用は避けてください。
【中塗り（ニッペ フリーベストシャットフィラー）】
1.開缶後放置するときは皮が張らないようにポリエチシートなどでシールし、保管してく
ださい。
2.仕上がり模様は、
事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
3.絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露の場合
は、塗料中の水溶成分が表面に溶出し、黄色い粘着物などとなって析出する場合もあり
ます。著しい結露が予測される場所は、塗装を避けるか、溶剤系塗料での塗装をおすす
め致します。
4.塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、
通風のない場合には、膨れ、はく離、割れ、白化、
しみが発生するおそれがありますので、
塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばす
ようにしてください。しみが発生した場合は乾燥後水拭きして除去してください。
5.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。
【上塗り(ニッペ サーモアイSi )】
1.下塗り類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用
も避けてください。
2.下塗り乾燥後、
ガムテープで基材のはく離がないかチェックし、はく離がある場合は、再
度下塗りを塗付してください。
3.防 （さび）性はありません。むね、すみむねなど金属製役物が、さびている場合は、発
さび部とその周囲を十分にケレンし、下塗りに、
「ニッペ１液ハイポンファインデクロ」塗
装後、上塗りを塗装してください。

4.遮熱性能を重視される場合は、
シャットフィラーの次にサーモアイシーラーを塗装するこ
とにより遮熱塗料の性能を十分に発揮させることができます。
5.遮熱性能は、色相によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
6.遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見え
たり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕
様を厳守してください。
7.所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやかぶり不良をきたす原因に
なりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
8.異なる色相を塗り重ねる場合（例：
１回目の上塗りを塗装してから、別な色相でラインや
帯などを塗装する場合など）
２回目の上塗りが１回目の上塗りを侵してラインや帯などが
変色（ブリードにより）する場合がありますのでご注意ください。
9.硬化剤はイソシアネートを含有しているため、蒸気、
ミストなどを吸い込まないようにし
てください。また、皮膚に付着しないよう十分に注意してください。
１０.塗膜の乾燥過程で水分の影響を受けた場合（高湿度、結露、降雨など）、塗膜表面が白化
するおそれがあります。水分の影響を受けるおそれがある場合は、
塗装を避けてください。
１１.調色には必ず専用の原色をお使いください。
１２.はけ塗り仕上げとローラー仕上げが混在する場合、塗付量、表面肌が異なるため若干の
色相差がでますので、はけ塗りの部分は希釈を少なくして塗装してください。
１３.ローラー塗りの場合、
ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー
目により、色相が異なって見えることがあります。
【仕様全般】
1.硬化が不十分な場合は、
シンナーで再溶解する場合があります。
2.水、
アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
3.硬化剤は湿気で硬化しますので、密栓して貯蔵してください。
4.シーリングの上に、劣化、
ひび割れなどのある場合は、打ち直しを行ってください。
5.塗装場所の気温が5℃以下、湿度85％以上または換気が十分でなく結露が考えられる
場合は塗装は避けてください。
6.屋外の塗装で降雨、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。
降雨、降雪後塗装する場合は素地の乾燥を十分に行ってください。
7.塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
8.飛散防止のため必ず養生を行ってください。
9.各工程の塗装間隔は、所定の塗り重ね乾燥時間を厳守してください。
１０.シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがあ
りますので行わないでください。やむを得ず行う場合は、
シーリング材が完全に硬化し
た後に行うものとし、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行ってください。また、ニッ
ペブリードオフプライマーを下塗りすることで、汚染の低減が図れますが、
シーリング材
の種類、使用条件などによりはく離、収縮割れが起こることがあります。
１１.塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。つや引けや、かぶり不良の原
因になりますので、必ず規定の希釈剤および希釈率をまもってください。
１２.大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料ロット、同一塗装方
法での補修及び適正希釈などに注意ください。
１３.よごれ、
きずなどにより補修塗りが必要な場合がありますので、
使用塗料の控えは必ずとっ
ておき、同一ロット、同一塗装方法で補修をしてください。
１４.使用前に内容物が均等になるようにかくはんし、開封後は一度に使い切ってください。や
むを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保有し、速やかに使い切ってください。
１５.製品の安全に関する詳細な内容については、
安全データシート（SDS）をご参照ください。

安全衛生上の注意事項（ニッペ フリーベストシャットプライマー塗料液）
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理解して、取り扱ってください。
3.熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。ー禁煙です。
4.容器を密閉してください。
5.容器および受器を接地してください。
6.防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
7.火花を発生しない工具を使用してください。
8.粉じん／ガス／蒸気／スプレーなどを吸入しないでください。
9.屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
１０.必要なとき以外は、環境への放出を避けてください。
１１.汚染された作業衣は密封袋に入れて作業場から出してください。
１２.取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
１３.作業時には、必ず適切な保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用してください。
１４.必要に応じて個人用保護具を使用してください。
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.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。
１７.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。
１８.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。
１９.皮膚や髪に付いた場合、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ取り除いてください。皮膚を
流水かシャワーで洗ってください。
２０.皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
２１.取り扱った後、手を洗ってください。
２２.皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当てを受けてください。

横倒禁止

２３.直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください／取り除いてください。再使用する場
合には洗濯してください。
２４.粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じ
てできるだけ医師の診察を受けてください。
２５.暴露したとき、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
２６.緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
２７.火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
２８.水を消火に使用しない。
２９.容器からこぼれたときには、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
３０.施錠して子供の手の届かないところに保管してください。
３１.直射日光や水漏れは厳禁です。
３２.積み重ねは３段までとしてください。
３３.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℃以上の温度に暴露し
ないでください。
３４.内容物／容器を廃棄するときには、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。
３５.塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときには、産業廃棄物として処理してください。
３６.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。
３７.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。）

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。
■詳細な内容、表示例以外の製品については、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。

危険

危険有害性情報
引火性液体及び蒸気／皮膚刺激／強い眼刺激／呼吸器への刺激の恐れ又は眠気又はめまいのおそれ／生
殖能又は胎児への悪影響のおそれ／長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ／水生生
物に非常に強い毒性／長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

安全衛生上の注意事項（ニッペ フリーベストシャットプライマー硬化剤）
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理解して、取り扱ってください。
3.熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。ー禁煙です。
4.容器を密閉してください。
5.容器および受器を接地してください。
6.防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
7.火花を発生しない工具を使用してください。
8.粉じん／ガス／蒸気／スプレーなどを吸入しないでください。
9.屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
１０.必要なとき以外は、環境への放出を避けてください。
１１.取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
１２.作業時には、必ず適切な保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用してください。
１３.必要に応じて個人用保護具を使用してください。
１４.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。
１５.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。
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.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。
１８.皮膚や髪に付いた場合、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ取り除いてください。皮膚を
流水かシャワーで洗ってください。
１９.皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
２０.取り扱った後、手を洗ってください。

２１.皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当てを受けてください。
２２.直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください／取り除いてください。再使用する場
合には洗濯してください。
２３.粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じ
てできるだけ医師の診察を受けてください。
２４.暴露したとき、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
２５.緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
２６.火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
２７.水を消火に使用しない。
２８.容器からこぼれたときには、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
２９.施錠して子供の手の届かないところに保管してください。
３０.直射日光や水漏れは厳禁です。
３１.積み重ねは３段までとしてください。
３２.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℃以上の温度に暴露し
ないでください。
３３.内容物／容器を廃棄するときには、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。
３４.塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときには、産業廃棄物として処理してください。
３５.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。

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。
■詳細な内容、表示例以外の製品については、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。

危険

危険有害性情報
引火性液体及び蒸気／皮膚刺激／アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ／重篤な眼の損傷／生殖能又は
胎児への悪影響のおそれ／臓器の障害のおそれ（単回ばく露）／長期にわたる、又は反復ばく露による
臓器の障害のおそれ／水生生物に毒性／長期継続的影響によって水生生物に毒性
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