
必要な部材

①鉄ローラー ②定規 (300,600.1000㎜） ③カッター ④コンパネ (下敷きに使うため ) ⑤プラスチックローラー ⑥左官道具一式

⑦グラインダー ⑧ハサミ(なるべく大きいもの )
⑨施工道具一式

⑩モルタル・プライマー

NSP Fシート 施工実績

※このカタログに掲載された仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※掲載商品の色調は印刷上、実物と多少の違いが生じる場合があります。

ヘアークラックが露見
しない。
ヘアークラックが露見
しない。

シートの裏面に両面テープが貼って
あり基礎に直接貼るだけの簡単施工

中性化抑制。

巾木左官軽減→工期短縮

むらなく均一された
色合い。（基礎の意匠化） ◎１枚＝３ｍ　◎入数：３ｍｘ   　　　 セット販売となります。

基礎のデ
ザインが

建物を

    より美し
く演出いた

します。基礎のデ
ザインが

建物を

    より美し
く演出いた

します。

47×300cm
62×300cm

Point1
Point2
Point3
Point4
Point5

STONEホワイト

STONEグレー

STONEイエロー

3 枚
12枚
16枚

お問い合わせは
本　　　　　 社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167 TEL（0573）67-2121㈹
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX（0573）67-2124
札 幌 営 業 所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54 TEL（011）875-3100㈹
青 森 営 業 所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1 TEL（0176）21-2038㈹
住宅事業部仙台営業所 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3丁目1-23 TEL（022）382-1061㈹
住宅事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島三ツ木922-1 TEL（049）299-5360㈹
東 京 営 業 所 〒143-0016 東京都大田区大森北2丁目16-4 TEL（03）3768-4731㈹
上 越 営 業 所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8　 TEL（025）522-1282㈹
静 岡 営 業 所 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1丁目6-25 TEL（054）238-2222㈹
住宅事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字池田1074-1 TEL（0568）73-3003㈹
住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号 TEL（072）632-0321㈹
住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7 TEL（082）875-7381㈹
住宅事業部九州営業所 〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5 TEL（092）408-5691㈹

http://www.kknsp.jp 0000.00000 BUN

ISO 9 0 0 1認証取得　        
ISO 14001認証取得（本社） 
ISO 27001認証取得　　　 
OHSAS18001認証取得（本社） 
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NSP Fシートのご紹介

～選べるカラーバリエーション～

【意匠性の向上】・【工期短縮】を可能にします!
①シートについて ②塗料について

③テープ性能について

・材質：ポリプロピレン（耐候剤入り）
　シート幅：470㎜
　模様（塗料塗り部）幅：470㎜ 
・深基礎仕様も対応可能です。（シートの段積み）
         

・ STONEホワイト
・STONEグレー　
・STONEイエロー  【全3色】

 ★施工作業員2人にて、1.5～2時間でセッティング作業完了します。（建築面積約30坪　外周延長35m） 

　スリオンテープ№5486は、不織布を基材とし
その両面に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘
着剤を塗布した両面粘着テープです。剪断力が強
く、低温から高温までの広い温度範囲で優れた粘
着特性を示します。また、一般には接着し難いポ
リエチレン、ポリプロピレンなどのオレフィン類
に対しても、高い粘着特性を示します。

《Fシート詳細》
　3ｍ1枚となっています。
　裏面の離型紙に1ｍごとに切り込みが
入っております。
　養生フィルムはついていませんので必
要に応じて養生願います。

NSP Fシートの特長

25.6年相当の実験で中性深さがコンクリート剥き出し面：15.6㎜ 
NSP Fシート設置面：3.3㎜でした。     
※フェノールフタレン液は、アルカリ検出の指示薬
　無職透明の液ですが、アルカリ性に反応して紫色に変化します。

約25年相当
耐候性試験 中性化抑制試験

コンクリート NSP Fシート

NSP Fシートは工期短縮の上、従来より意匠性の
ある鮮やかなデザイン基礎に仕上がります。

①コンクリートのヘアクラックを露見させません。             
　構造的に問題の無いクラック等でも、問い合わせがあれば施主様への対応が必要です。             
　クレームではないクレームに対応していた【コスト】を削減する事が可能です。                         
②コンクリートの中性化を抑制し、劣化の進行を妨げます。             
　通常のモルタル刷毛引きでは、空気中の二酸化炭素との反応を抑える事が出来ません。  
　よって、中性化が進行し鉄筋が腐食していく可能性が高まります。Fシートは中性化の進行を妨げる
　事が出来る為【高耐久化】が可能となります。
③引渡し前の左官作業の負担軽減となり、ほこり等の発生も軽減します。             
④基礎の意匠性を向上させます。
⑤Fシートは自動生産ラインによる安定した商品です。  
　仕上がり面はムラの無い均一された基礎化粧で美観を向上させます。            
            

基礎と巾木を一体化させる美装弾性シート Fシートは巾木左官・化粧塗料・養生の施工が不要になります。

[材齢8週]

試験前 1200H後

試験時間 想定年数 外　観
1200時間 25年以上 異常なし

［標準仕様] ［標準色]

470・620

写真1　モルタル＿耐候性試験1,000h 曝露後 写真2　スタイロフォーム＿耐候性試験1,000h 曝露後

耐候性試験曝露試験（光源：キセノンランプ）
・貼付け温度：23℃
・被　着　体：スタイロフォーム、モルタル
　　　　　　　 （貴社支給品、テープ圧着済み）
・照 射 強 度：180W/㎡
・サ イ ク ル：60分中12分　水スプレー
・槽 内 温 度：28℃設定
・温　　　度：50℃（但し、水スプレー時は温度制御なし）
・曝 露 時 間：1,000h（屋外曝露774日相当※1）

耐候性試験曝露試験の結果を表1、写真1・2に示します。
・試験の結果、いずれの被着体におきましても耐候性試験
　曝露1,000hにてテープの浮き、剥がれの発生は確認されま
　せんでした。

特性評価 特性評価結果

表1.耐候性試験曝露試験結果

耐候性試験
曝露時間

屋外曝露
相当日数 被写体 №5486

1,000（h） 774（日） スタイロフォーム 浮き、剥がれ等なし
浮き、剥がれ等なしモルタル

テープの構造
合成樹脂系粘着剤
不織布
剥離紙

テープ厚さ：0.14㎜

STONEグレー STONEイエローSTONEホワイト

完成例（STONEイエロー）完成例（STONEグレー）完成例（STONEホワイト）

※日本における紫外線領域300～400㎜（水平面）での年間放射線
　露光量を306MJ/㎡とした場合
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補修箇所はプライマーを塗り、モルタルを充填します。  1 型枠段差や凹凸はグラインダーで削り、ざらつきは布やすりで平滑
にします。粉じんをを取り除く為、塗れたウエスで拭き取ります。 
  

2

シートの裏には1ｍごとに切れ目が入っています。  
始点を決め、離型紙を1ｍまで剥がしレベルを決めます。
※基礎が完全に乾いてから施工を行ってください。  

3 レベルを確認後、天端を指でなぞり貼り付けます。4

中央部分に空気やシワが入らないように上から下へ貼り、左右に
空気が入らないように下へ逃がして貼っていきます。  
   

5 1ｍ貼り終えたら、再度離型紙を剥がします。6

2枚目の離型紙を剥がし、シートの中央部にヘラを当て右にスラ
イドさせ貼り付けします。（この時もう一人の人がシートのレベ
ルを取りながら引っぱります）    
 

7 中央部から斜め上、下にヘラで空気を抜きながら貼っていきます。 
   

8

次のシートを貼る際、ジョイントはトン付で合わせて貼っていきます。 
この⑦、⑧、⑨の作業の繰り返しになります。   
 

9 入隅はスクレーパーでしっかりと押さえます。  
出隅は綺麗なウエスでしごきます。  

10

雨樋がある場合は離型紙を剥がしてから通します。  
 

11 配管がある場合は、シートにあらかじめ、切れ込みを入れておき、
貼ります。余分な箇所ははさみでカットし仕上げます。  

12

はみ出している箇所は、カッターやはさみでカットします。 
  

13 深基礎部分はシートを2枚使用しトン付で貼っていきます。  14

施工完了後、ローラーでしっかりとしごいて下さい。
※接着が弱く剥がれの原因になります。

15 以上で完成となります。  
必要に応じて、マスキングーテープで養生します。

16

リフォーム施工方法
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その他施工実例

◆ 断熱材施工

◆ 門  柱 ◆ 深 基 礎

インサートタレ防止金具を型枠下端から150㎜の位
置にセットし外周枠を組み付けます。
その後、土間天端を計測しチョークラインをひきます。

土間天端の計測後、所定の位置に切欠きプレートを予
め配っておきましょう。

切欠きプレートのスライドコーナーから組み付けます。
チョークラインを基準にセットしてください。

1 2 3

コーナー部をセットしたら、矢印の方向に長尺プレート
をセットしていきます。

4 磁石はプレート内側の折り返しより下で引っかかるよ
うにセットしてください。

5 鉄筋を組みます。6

養生後、切欠きプレートをはずします。
ある程度締め固まっていれば取り外しOKです。

土間を打設します。7 立ち上がり打設。8 9

泥や埃などは綺麗に落としてください。11 型枠段差はスクレーパーやグラインダーで
平滑に削りましょう。

12枠をばらします。
打ち継ぎ部は従来より下になります。基礎天端から
400㎜以上。

10

新築後貼Fシート

2人で1組になり貼り合わせてください。 端を貼り合わせたら、基礎側面に沿って、ヘラを使っ
てさらに離形紙を剥がしていきます。

１枚づつ繰り返し作業を行ってください。16 17 18

最後に鉄ローラーでしごき完成です。19 配管穴部はカッターでくり抜いてください。20 養生し完成です。21

ジョイント部は端の離形紙のみを剥がして貼ります。任意の始点から、基礎天端に合わせてシートを貼っ
ていきます。

13 継ぎ目に合わせて貼ってください。14 15
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コーナー部をセットしたら、矢印の方向に長尺プレート
をセットしていきます。

4 磁石はプレート内側の折り返しより下で引っかかるよ
うにセットしてください。

5 鉄筋を組みます。6

養生後、切欠きプレートをはずします。
ある程度締め固まっていれば取り外しOKです。

土間を打設します。7 立ち上がり打設。8 9

泥や埃などは綺麗に落としてください。11 型枠段差はスクレーパーやグラインダーで
平滑に削りましょう。

12枠をばらします。
打ち継ぎ部は従来より下になります。基礎天端から
400㎜以上。

10

新築後貼Fシート

2人で1組になり貼り合わせてください。 端を貼り合わせたら、基礎側面に沿って、ヘラを使っ
てさらに離形紙を剥がしていきます。

１枚づつ繰り返し作業を行ってください。16 17 18

最後に鉄ローラーでしごき完成です。19 配管穴部はカッターでくり抜いてください。20 養生し完成です。21

ジョイント部は端の離形紙のみを剥がして貼ります。任意の始点から、基礎天端に合わせてシートを貼っ
ていきます。

13 継ぎ目に合わせて貼ってください。14 15



必要な部材

①鉄ローラー ②定規 (300,600.1000㎜） ③カッター ④コンパネ (下敷きに使うため ) ⑤プラスチックローラー ⑥左官道具一式

⑦グラインダー ⑧ハサミ(なるべく大きいもの )
⑨施工道具一式

⑩モルタル・プライマー

NSP Fシート 施工実績

※このカタログに掲載された仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※掲載商品の色調は印刷上、実物と多少の違いが生じる場合があります。

ヘアークラックが露見
しない。
ヘアークラックが露見
しない。

シートの裏面に両面テープが貼って
あり基礎に直接貼るだけの簡単施工

中性化抑制。

巾木左官軽減→工期短縮

むらなく均一された
色合い。（基礎の意匠化） ◎１枚＝３ｍ　◎入数：３ｍｘ   　　　 セット販売となります。

基礎のデ
ザインが

建物を

    より美し
く演出いた

します。基礎のデ
ザインが

建物を

    より美し
く演出いた

します。

47×300cm
62×300cm

Point1
Point2
Point3
Point4
Point5

STONEホワイト

STONEグレー

STONEイエロー

3 枚
12枚
16枚

お問い合わせは
本　　　　　 社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167 TEL（0573）67-2121㈹
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX（0573）67-2124
札 幌 営 業 所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54 TEL（011）875-3100㈹
青 森 営 業 所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1 TEL（0176）21-2038㈹
住宅事業部仙台営業所 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3丁目1-23 TEL（022）382-1061㈹
住宅事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島三ツ木922-1 TEL（049）299-5360㈹
東 京 営 業 所 〒143-0016 東京都大田区大森北2丁目16-4 TEL（03）3768-4731㈹
上 越 営 業 所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8　 TEL（025）522-1282㈹
静 岡 営 業 所 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1丁目6-25 TEL（054）238-2222㈹
住宅事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字池田1074-1 TEL（0568）73-3003㈹
住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号 TEL（072）632-0321㈹
住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7 TEL（082）875-7381㈹
住宅事業部九州営業所 〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5 TEL（092）408-5691㈹

http://www.kknsp.jp 0000.00000 BUN

ISO 9 0 0 1認証取得　        
ISO 14001認証取得（本社） 
ISO 27001認証取得　　　 
OHSAS18001認証取得（本社） 


