




コンクリート押え（屋上）FRP（ベランダ）

パーフェクト®プルーフ
プライマー

パーフェクト®プルーフ
層間用プライマー

コンクリート面・FRP防水面改修用1液形下塗材

1液ウレタンゴム系高伸長形防水材

ウレタン防水面・塩ビシート面改修用1液形下塗材

ウレタン防水 塩ビシート

下
地

下
塗
り

中
塗
り

パーフェクト®プルーフトップ

JIS A 6021規格

よく伸びる！

ニッペパーフェクト1ＫプルーフNM

各種下地面に適した防水仕様のご提案

JIS A 6021の基準を
大幅に超える性能を実現！

特長

取扱い性が良好！
特長

容器の鉄くずリサイクル対応
特長

１液自己成長硬化技術で
しっかり防水！

特長

硬化成分

空気中の水分

パーフェクト®1ＫプルーフNMの特長

カッターで
切り込みを
入れて引張ると
綺麗に

はがせます。

ワンケー エヌエム

ニッペ

ニッペ

ニッペ

ニッペ

※FRP防水面やコンクリート押え面にはニッペパーフェクトプルーフプライマーをご使用ください。
※FRP防水面ではサンドペーパー（P240＆P320）で、ペーパーがけを実施し、
　アセトン拭きにて清浄な面としてください。

※ウレタン防水面や塩ビシート面にはニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマーをご使用ください。

※JIS A 6021建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）を取得しています。

初期＆劣化処理後の
伸び性能

上
塗
り





ニッペパーフェクト１ＫプルーフNM専用硬化促進剤
接着層付き通気緩衝シート
平場・立上り共通ウレタン防水材用ガラス繊維補強布
平場・立上り共通ウレタン防水材用ポリエステル繊維補強布
通気緩衝シート接合部補強用PETフィルム付ガラス繊維テープ
通気緩衝シート端末部補強用ガラス繊維テープ
伸縮目地面処理用ブチルゴムテープ

鉛製改修工事用ドレン

鉛製改修工事用ドレン

改修ドレンストレーナキャップ

改修ドレンストレーナキャップ

ステンレス製脱気装置　床面設置用
ステンレス製脱気装置　立上り設置用
粗面仕上材

ニッペパーフェクト１ＫプルーフNM専用硬化促進剤
ニッペＰＰ通気緩衝シート
ニッペＰＰクロス
ニッペＰＰクロスソフト
ニッペＰＰジョイントテープ
ニッペＰＰクロステープ
ニッペＰＰ伸縮目地用テープ

ニッペＰＰ改修ドレン　タテ型

ニッペＰＰ改修ドレン　ヨコ型

ニッペＰＰ改修ドレンキャップ　タテ型

ニッペＰＰ改修ドレンキャップ　ヨコ型

ニッペＰＰステンレス脱気筒
ニッペＰＰ立上り用ステンレス脱気装置
ニッペＰＰノンスリップ仕上用骨材

副資材名 系　統
3.3kg
1m×15m

1.04m×100ｍ
1.02m×50m
100mm×50m
100mm×50m
100mm×15m

（径：40・50・60・70・80・90・100・130・200）
（板径）255径～345径　円型

（径：30・40・50・60・70・80・90・100・110・130・140）
（板サイズ）260×260～450×450　L角型

大・中・小
サイズ（mm）190径×150～95径×30

大・中・小
サイズ（mm）110×95～270×196

2個入り
5個入り
0.5kg

サイズ

コンクリート面・FRP防水面改修用１液形下塗材

ウレタン防水面・塩化ビニルシート面改修用1液形下塗材

1液ウレタンゴム系高伸長形防水材

1液ウレタンゴム系高伸長形防水材 立上り用

２液形ウレタン樹脂上塗材

ニッペパーフェクトプルーフプライマー

ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー

ニッペパーフェクト１ＫプルーフNM

ニッペパーフェクト１ＫプルーフNM立上り用

ニッペパーフェクトプルーフトップ

塗料名工 程

下塗り

中塗り
（JIS）

上塗り

系　統 容　量

淡黄色透明

透明

淡グリーン

淡グリーン

色　相 施工方法

■専用硬化促進剤について
中塗り（1KプルーフNM使用時）の低温時の硬化促進および
塗り重ね乾燥時間を早めたい場合に添加します。
添加することで塗り重ね乾燥時間を6時間程度短縮できます。

ニッペパーフェクト1KプルーフNM専用硬化促進剤

※計量カップが製品に付属しております。
※ニッペパーフェクト1KプルーフNM立上り用にも使用できます。
　添加量目安も同じになります。

■副資材一覧表

■製品一覧・荷姿

ニッペPP通気緩衝シート ニッペPPジョイントテープ ニッペPPクロステープ ニッペPPステンレス脱気筒

■上塗り色相イメージ ※各色相つや有りとなります。
※印刷インキですので実際の色とは異なります。ご了承ください。（日塗工近似）

グレー
（N-50近似）

ライトグレー
（N-67近似）

グリーン
（39-40L近似）

ダークブラウン
（17-60D近似）

ブラウン
（19-60F近似）

ライトブラウン
（19-70D近似）

16kg

4kg

14kg

4kg

18kg

8kg

80㎡

20㎡

70㎡

20㎡

7㎡

3㎡

70㎡

35㎡

14kgセット
主6kg/硬8kg
7kgセット
主3kg/硬4kg

刷毛、
ウールローラー

刷毛、
ウールローラー

防水専用ローラー、
コテ、ヘラ

ゴムベラ、コテ

ウールローラーつや有り
6色

防水効果のある改質アスファルト樹脂を
主成分とするシート本体にゴムアスファ
ルト系接着剤をコーティングした通気緩
衝シートです。

補強効果が高く、防水材が流れ込まない
通気緩衝シート用ジョイントテープです。
粘着タイプです。

ニッペPP通気緩衝シートの端末補強
テープです。補強効果が高く、金物等の
取り合いにも使用できます。粘着タイプ
です。

ステンレス製の床面設置用脱気装置。
錆びにくいステンレスで構成されているた
め耐久性に優れています。

※いずれも主剤がクリヤータイプ、硬化剤が着色タイプとなります。
※上塗り「ニッペパーフェクトプルーフトップ」以外はいずれも無希釈でご使用ください。

（JIS）中塗りは、いずれもJIS A 6021建築用塗膜防水材 
ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）を取得しています。

1缶あたりの
塗装面積

液　色

青

荷　姿

3.3㎏（ポリビン）

ニッペパーフェクト1KプルーフNM専用硬化促進剤の添加量

280ml （約1.6%）

140ml （約1.6%）

70ml （約1.6%）

カップすりきり2杯

カップすりきり1杯

付属カップ標線で計量

ニッペパーフェクト1KプルーフNMの量

18㎏ （1缶）の場合

9㎏ （半分）の場合

4.5㎏ （1/4）の場合

※別途計量して使用する場合は「ニッペパーフェクト1KプルーフNM専用硬化促進剤」の添加
量は1.3％～2.0％までとしてください。
※添加の際、混合は電動撹拌機にて、十分撹拌してください。

ニッペパーフェクト1KプルーフNM専用硬化促進剤　添加量目安



■JIS A 6021 性能一覧表 ■ポットライフ

■施工上の注意事項（ニッペパーフェクト1KプルーフNM）
　 ※記載されていない各製品の施工上の注意事項につきましては、各製品の製品仕様説明書をご参照ください。

■特にご注意下さい

パーフェクトプルーフ
ニッペパーフェクト
１ＫプルーフNM 規格

分　類

引張性能

引裂性能
加熱伸縮性能

劣化処理後の
引張性能

伸び時の劣化性状 
 
硬化物密度（Mg/㎥）

高伸張形（旧１類）
4.2
10
2.5
620
520
340
390
350
20
-0.4
92
92
84
91
530
560
590
580
異常なし
異常なし
異常なし
1.3

23℃
-20℃
60℃
23℃
23℃
23℃
-20℃
60℃

引張強さ（N/m㎡）

破断時の伸び率（%）
抗張積（N/mm）
破断時のつかみ間の
伸び率（%）

引裂強さ（N/mm） 
伸縮率（%）

引張強さ比（%）

破断時の伸び率（%）

―
2.3以上
2.3以上
1.4以上
450以上
280以上
300以上
250以上
200以上
14以上

-4.0以上1.0以下
80以上
60以上
60以上
80以上
400以上
400以上
400以上
400以上
異常なきこと
異常なきこと
異常なきこと
表示値±0.1

加熱処理
促進暴露処理
アルカリ処理
酸処理
加熱処理
促進暴露処理
アルカリ処理
酸処理
加熱処理
促進暴露処理
オゾン処理

・ニッペパーフェクト1KプルーフNMは開封後、外気の水分（湿気）に触れることで表面から硬化していきます。
表面に皮張りや硬化が発生した場合は、表面の硬化物を除去して使用してください。除去せずに材料を塗布すると、仕上がりが悪くなります。
・昼休み等で時間を空ける場合や、翌日の使用の場合は、ポリフィルム等で液面を密閉し、できるだけ空気（湿気）が入らないように密閉します。
 その上で皮バリが発生した場合でも取り除くことで、開缶後1週間程度は使用可能です。それ以降は増粘傾向がありますので、使用はさけてください。
・未開封の場合でも、半年以上経過した場合は、増粘することがありますので、ご注意ください。
・1回での塗り付け量を標準塗付量の2.0kg/㎡以上塗付した場合には、内部未硬化状態となりシワが発生することがありますので、規定以上の塗り付けは、行わないでください。
・野ざらしで材料を放置したり、雨や風、直射日光が当たるところなどで材料を保管しないでください。材料の硬化、増粘等が発生する可能性があります。
・2液形塗料は主剤と硬化剤の混合割合を必ず守って下さい。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
・2液形塗料は主剤と硬化剤を混ぜたものを缶の中に入れたままにしておくと、急激に発熱し危険な状態になるおそれがあるため、速やかに床に流し施工してください。残った場合は発熱防止のため水を10cmほど張ってください。
・2液形塗料の場合は、四隅での混合が不十分となりやすく、撹拌不良に至る可能性があることから、主剤・硬化剤をそれぞれ別のポリバケツ等に取分け混合するようにお願いします。
・本塗料は、優れた性能を発揮させるために、非常に敏感で強固な反応をするように設計されています。水やアルコール類が混入しないようにしてください。
 また空気中に含まれた水分や湿気とともに敏感に反応します。必ず密栓し、0℃～40℃未満に保てる室内に保管してください。

ニッペパーフェクトプルーフトップ
10℃
20℃
30℃

8時間
5時間
3時間

■混合比
主/硬  3:4ニッペパーフェクトプルーフトップ

※開封後は一度に使い切って下さい。
やむを得ず保管する場合は、密栓し
てから冷暗所で保管し、速やかに使
い切って下さい。

 1．本塗料は無希釈です。溶剤による希釈は行わないでください。
 2．本塗料施工後、トップコートは7日以内に施工を完了してください。7日以上放置した際は、ニッペパーフェクトプルーフ層間
用プライマーを間に塗装してください。

 3．施工に関しての詳細な注意事項は必ず施工要領をご参照ください。
 4．急激な気温の低下など、硬化時間を速める必要のある場合には、ニッペパーフェクト１ＫプルーフNM専用硬化促進剤を
所定量添加してください。

 5．時間をあける場合など、開けた缶の塗料を残す場合は、ポリフィルム等で表面を覆い、外気との接触を極力遮断してください。
 6．塗料表面に皮張りや硬化物が発生した場合は、表面の硬化物を取り除いてください。
 7．1工程に塗付する上限は2.0kg/㎡までにしてください。付けすぎると、内部未硬化状態となりシワが発生することがありま
すので、規定以上の塗り付けは、行わないでください。

 ８．本塗料は、優れた性能を発揮させるために、非常に敏感で強固な反応をするように設計されています。水やアルコール類
が混入しないようにしてください。また空気中に含まれた水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し、0℃～40℃未満
に保てる冷暗所に保管してください。

 9．溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気をしてください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに
養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者へのご配慮をお願い致します。

10．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。
11．水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
12．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。

13．旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
14．改修工事にご使用の場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し溶剤膨れや縮みなどの異常
が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、塗装仕様をご検討ください。

15．素地表面のアルカリ度はｐＨ１０以下、表面含水率は１０％以下（ケット科学社製ＣＨ－２型で測定した場合）、または５％以
下（ケット科学社製Ｈｉ５００シリーズ：コンクリートレンジで測定した場合）の条件で塗装してください。

16．表面のごみ、ほこり、エフロレッセンス、レイタンスなどは除去し、目違い、ジャンカ、コールドジョイントなどは、樹脂入りセメント
モルタルで平滑にしてください。

17．塗装場所の気温が５℃未満、もしくは湿度８５％以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は
避けてください。

18．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。
19. 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。
20. 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。

21. 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
22. 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、色相や仕上がり感が異
なって見えることがあります。

23. 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存し、速やかに使い切ってくだ
さい。

24. 塗装面以外に付着した場合は、乾燥するまでにラッカーシンナーなどで洗い落としてください。
25. ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用剥離剤などで除去し水洗いを十分行い十分に乾燥
後、塗装してください。

26. 常時、水が溜まる個所は傾斜をとり、排水溝を設けるなどして、排水処理を行ってください。
27. 下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
28. 下地コンクリート表面のレイタンス、エフロレッセンスなどの粉化物、ぜい弱部は十分に除去してください。ひび割れ、巣穴、
不陸などがある場合や、旧塗膜にはがれがある場合には、あらかじめエポキシ樹脂パテなどを充填するなど、段差修正や部
分補修などを行い、平滑な面にしてから塗装を行ってください。

29. シンダーコンクリート面に塗装する場合は、プライマーを数回（２～３回）塗装し、素材表面の強度を向上させてから上塗り
を塗装してください。

30. 旧塗膜が何回も塗り重ねられて積層されている場合、塗膜全体が柔らかくなっている場合があります。この場合、そのまま
塗り重ねると塗膜の物性差によって塗膜割れが発生するおそれがありますので、旧塗膜をはく離してから塗装してください。

31. 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
32. 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（ニッペパーフェクト1KプルーフNM）
　 ※記載されていない各製品の安全衛生上の注意事項につきましては、各製品の安全データシート（SDS）をご参照ください。 横 倒 禁 止

 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．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。－禁煙です。
 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．保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
 7．口をすすいでください。
 8．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。
 9．吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
10．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。
11．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。

12．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。
13．眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けてください。
14．火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。
15．施錠して保管してください。
16．換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
17．直射日光や水濡れは厳禁です。
18. 塗料等の缶の積み重ねは３段までとしてください。
19. 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。
20. 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。

■乾燥時間
5～10℃ 30℃23℃

指触乾燥

塗り重ね乾燥

10時間
15時間以上
7日以内

8時間
15時間以上
7日以内

6時間
5時間以上
7日以内

ニッペパーフェクト1ＫプルーフNM（平場用・立上り用）

4時間
16時間以上

2時間
8時間以上

1時間
5時間以上

指触乾燥
乾燥時間

ニッペパーフェクトプルーフトップ

危 険 危険有害性情報

（ニッペパーフェクトプルーフプライマー）
・プライマー施工後、中塗りまでは当日中に施工を完了してください。翌日まで延びた場合は、サンドペーパーで軽く研磨を実施し
てください。
・FRP面の改修に使用する場合は、サンドペーパー（P240&P320）で物理的にペーパーがけ後アセトン拭きを実施してください。
・アスファルト防水面への改修には、割れやにじみが発生するおそれがありますので避けてください。
（ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー）
・プライマー施工後、中塗りまでは当日中に施工を完了してください。翌日まで延びた場合は、サンドペーパーで軽く研磨を実施し
てください。
・ウレタン防水面、塩ビシート面の改修に使用する場合は、サンドペーパー（P240&P320）で物理的にペーパーがけを実施して
ください。溶剤拭きをすると溶解やちぢみを発生することがあります。
・アスファルト防水面への改修には、割れやにじみが発生するおそれがありますので避けてください。

可燃性液体／強い眼刺激／生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

ニッペ

NP-Y099
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●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●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 2020 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ https://www.nipponpaint.co.jp/

北海道支店　☎011-370-3101
東 北 支 店 　☎022-232-6712
関 東 支 店 　☎03-5479-3614
北関東信越支店　☎03-5479-3614
中 部 支 店 　☎052-461-1960

近 畿 支 店 　☎06-6455-9608
中 国 支 店 　☎082-281-2180
四 国 支 店 　☎0877-56-2346
九 州 支 店 　☎092-751-9861




