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　リフォジュール膜天井は「落下」という最悪の事態を

想定して開発された 超゙軽量 の゙天井システム。特殊「膜」

と軽量フレームで構成され、最大の特徴が軽さ。一般の

石膏ボードに比べ重さは 1 ／ 30 〜 1 ／ 10。地震時の

振動を吸収しやすく、落下しにくい。万一落下してもそ

の安全性が大きく違う。学校施設の体育館、武道場、屋

内プール、教室等、非構造部材である天井の耐震対策に

最適。

・健康上の安全の確保：リフォジュールシートのホルム

　アルデヒド放散速度は 0.005mg/mh 以下、F ☆☆☆☆

　同等品。

　( 一財 ) 建材試験センター中央研究所

　試験成績書：第 07A1100 号

・火災に対する安全性の確保：ガス有害試験に合格して

　いる。燃焼した際に有毒なガス、煙等を多量に発生

　することはない。

　 ( 一財 ) 建材試験センター中央研究所

　試験成績書：第 39667 号

　リフォジュールシートは、ポリ塩化ビニル系樹脂を

　特殊加工して作られており、自己消火性を有している。

　設置条件により、「準不燃材」としても使用できる。

　※不燃膜天井は不燃材となります。

・構造体に負担をかけることなく設置することが可能。

　※層間変形角 1/50 にて加振される試験においても、　

　　シート並びに廻り縁の脱落はない。

体育館
膜天井

販売元  リフォジュール（株）
製造元  フクビ化学工業（株）

リフォジュール膜天井/不燃膜天井

第一事業部
〒 140-0014　東京都品川区大井 1-23-3( フクビビル )
TEL.03-5742-6331　FAX.03-5742-6337

天井重量 2kg/㎡以下で安心・安全

文教大学　旗の台中高体育館

長浜市立小学校　体育館

葛飾区水元体育館　屋内プール

石膏ボード  9.5mm

石膏ボード  12.5mm

ロックウール吸音板  9.0mm

スパンドレル

リフォジュール不燃膜天井

リフォジュール膜天井

「2015年度グッドデザイン・ベスト100」受賞

http://www.refojoule.co.jp
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体育館・武道館
耐震・超軽量システム天井

旭ビルト工業（株）

システム天井工法、他

本社：〒 144-0052　東京都大田区蒲田 4-32-8
TEL.03-6715-9994　FAX.03-6715-9996
ホームページ URL　http://www.a-blt.co.jp
お問合せ　m-sakaguchi@a-blt.co.jp

絶対に壊れない！絶対に落ちない！安全な天井を目指して！
耐震ATS工法は2018年1月12日、一般財団法人日本建築総合試験所において告示771号の耐震基準の性能証明を取得しました！

≪安全な天井を目指して！≫
旭ビルト工業㈱は、1972 年の創業以来、体育館、プール、映画館、工場等の
大空間の天井に吸音性、断熱性に優れた化粧グラスウールの天井設置工事を専
門的に手がけて来ました。　材料を供給するだけのメーカーとは異なり、その
豊富な経験と蓄積された技術から軽量なだけではなく、【強く！壊れにくい！
安全な天井！】を開発しました。

≪更なる開発≫
化粧グラスウールの表皮材を現行のガラス不織布や塩ビシートよりも強固な素
材であるガラスクロスを採用し、以前は難しかった色柄を安価で印刷する技術
を新たに開発しました。グレー、黒、ベージュ等ご要望に応じた色やお好みの
柄を選択することが可能になり、木目調など多様なニーズに対応できる新天井
板も開発しております。

≪㎡ 2㎏以下！超軽量 SLC 工法の特徴≫
ただ軽くするだけではなく、軽量でも十分な強度を持つアルミＴバーの交点を上下切り欠いて
交差させて SP クリップにて固定、1000×1500mm グリットを構成し、化粧グラスウール天井
板を落込んで四周を強固に接着固定しています。天井面構成部材重量 2 ㎏ / ㎡以下にも関わら
ず、バレーボール等の衝撃にも耐え、万が一壊れる様な事があってもバラバラにはならず落下
する可能性が非常に低い構造になっています。

≪安全性の実証≫
阪神淡路大震災の JMA 神戸波、東日本大震災の KIK-NET 芳賀波、日立波をそれ
ぞれ 100％加振し、破損、脱落の有無を確認した 3次元振動台実験 , バレーボー
ルを練習用マシンにて天井面にぶつけるバレーボール衝突実験、天井面の許容
耐力を測定する天井ユニット強度試験、部材接合部強度試験、天井面内せん断
試験など数々の実証実験を通してその安全性を確認しています。

≪採用実績≫　
東京都荒川区、板橋区、江戸川区、品川区、新宿区、杉並区、中央区、港区、渋谷区、府中市、狛江市、多摩市、三鷹市、町田市、
大島町、千葉県松戸市、兵庫県赤穂市、佐用町、たつの市、丹波市、山形県山形市、三川町、鶴岡町、山梨県、静岡県浜松市、袋井市、
奈良県香芝市、愛知県半田市、茨城県、滋賀県、岐阜県、熊本県、福岡県、長野県、山梨県、岡山県等、多くの自治体や私立の学校、
企業、設計事務所から採用されております。
最近では、筑波大学の学生講堂天井耐震改修や新築の学校施設の職員室、食堂、一般教室でも採用されています。
先の熊本地震で被災した大規模展示施設グランメッセ熊本の天井恒久復旧工事、県立美術館分館地震災害復旧工事、御船町
スポーツセンター震災復旧工事等次々と採用が決まっています。

 加振波測定点 計測震度 天井面最大応答加速度

 JMA 神戸波 100% 震度６強 1366gal(1.4G)

 KIK-NET 芳賀 100% 震度７ 6098gal(6.2G)

 KIK-NET 日立 100% 震度６強 8531gal(8.7G）

☆3次元振動台耐震実験結果（SLC工法）

各種地震波加振後 , 下地破損 , 部材歪み , 天井板脱落等なし

☆バレーボール天井直下２ｍの衝突実験結果（SLC工法）

 衝突部位 破損の有無 　 

 天井板面 80km/h 表皮が破れる 　 

 グリット Tバー MAX100km/h でも損傷なし

http://www.a-blt.co.jp
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― 直付け天井のパイオニア ―
平成 19 年度発売開始から天井脱落事故０で安全・安心

特定天井対策・新築／リニューアル
ブレース位置に影響されず施工できます
＜特徴＞
①吊らない天井で安全・安心
　主要構造体に直下付けする独自工法を採用
　建物の各構造に対応できます
②部材点数が少なくワンタッチ工法で低コスト・工期
　短縮
③脱落しない天井
　天井材はビズ止め、接着することなく専用冶具オー
　プンスペーサーに挿入、化粧ホルダーと嵌合するこ
　とで強固に装着されます
④軽量で断熱・吸音性能を有する天井材
　繊維系・発泡プラスチック系断熱材の使用例　
　・化粧グラスウール (64㎏ / ｍ 3)　厚さ 25 ｍｍで
　　1.60㎏ /㎡
　・複合板：ポリスチレンフォーム３種厚さ 20mm ＋
　　化粧ロックウール吸音板厚さ９mm 3.65kg/㎡
　各種断熱材と吸音材の複合板を提供
　必要性能値にカスタマイズでお応えします
⑤天井仕上げ材は豊富なバリエーションからお選びい
　ただけます
　仕上げ材には化粧グラスウール 5 色・化粧ロックウー
　ル吸音板 2 パターンをご用意しております

体育館・武道館
CPS 直付けシステム天井

コンフォートテック（株）

落下防止対策システム天井【CPS 工法】

〒 260-0025　千葉市中央区問屋町 1-55　シーオービル 6 階
☎ 043-305-4780　FAX 043-305-4781
全日本板金工業組合連合会 推奨商品
一般社団法人 日本建築板金協会　推奨商品

想定外の地震でも天井が落ちない建物を造る

http://www.comfort-tec.co.jp/
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【概　要】
リフェクススポーツミラーは、日本の技術の高さを
誇る、特殊フィルムミラーの為、万が一落ちたり倒
れたりしてもガラス鏡のように割れて飛び散る心配
がなく、軽量なので大きなサイズでも安心して使用
できます。明るく鮮明な映りと、その安全性が評価
され、学校、スポーツジムや舞台など、さまざまな
分野で長年愛用されています。
【特　徴】

○倒れても安心安全割れません！
○軽量で移動・設置が簡単
○従来の鏡よりもくっきり鮮明に映る、細やかな動
　きがはっきり確認できます

【実　績】
各種学校、スポーツ施設、舞台他多数に 40 年の納入

実績があります。

体育館
割れないスポーツミラー

（株）J. フロント建装

リフェクスミラー

東京オフィス　〒 116-0014  東京都荒川区東日暮里４-36-20- ４F
　　　　　　　☎ 03-5850-4650　FAX. 03-5850-4682
大阪オフィス　〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2-1-3
　　　　　　　フェニックス南船場
　　　　　　　☎ 06-4705-6223　FAX. 06-4705-6225

ダンス・武道の授業にはリフェクススポーツミラーが最適です！！

ＲＭ-8 90×180×2.7 11.2 115,000

ＲＭ-9 120×180×2.7 13.2 145,000

ＲＭ-12 90×180×2.7 4.9 70,000

ＲＭ-13 120×180×2.7 6.1 90,000

ＲＭ-80Ｃ 80×150×2.15 6.9 76,000

Ｔ型移動式
スポーツミラー
【キャスター付き】

壁掛式
スポーツミラー

(横×縦×厚さcm) 

コンパクトタイプミラー

商品名 品　番 サイズ 重量  価格
(円 / 税抜 )(kg) 

http://www.jfdc.co.jp/refex/
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体育館
フリークライミング

東商アソシエート（株）

クライミングウォール

クライミング事業部
〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-12-2 ASK ビル 6F
TEL:03-4321-0142　FAX:03-4321-0141

△埼玉県　星野学園

△東京都　青山学院初等部

△北海道　岩見沢子ども子育てセンター

△千葉県　The Union Park

△東京都　足立区ギャラクシティ

△山梨県　山梨学院大学附属小学校

△東京都　成蹊小学校

△東京都　足立区ギャラクシティ

△東京都　慶應幼稚舎

△茨城県　鉾田市総合公園体育館△埼玉県　星野学園 △兵庫県　企業新社屋 △岡山県　ノートルダム清心女子大学

クライミングで、遊びながら体づくり
祝！スポーツクライミング　2020 年東京オリンピック正式種目採用決定

20年以上の経験と400件以上の施工実績を活かし、筋力・バランス感覚・コミュニケーション能力など、
子どもの生きる力を育てるクライミングウォールを設計・施工します。

http://www.climbing-tosho.com



便覧  115

　 

　 

　 

　 

体育館
スポーツフロア

クリヤマ（株）

タラフレックス
お問い合わせ先：
■ 大阪本社  TEL.06-6910-7051
■ 東京支社  TEL.03-5298-7885
■ 名古屋支店  TEL.052-586-1313㈹
■ 九州支店  TEL.092-413-5510㈹

http://www.kuriyama.co.jp/

■ 仙台営業所  TEL.022-263-6951
■ 広島営業所  TEL.082-262-2171㈹
■ 金沢出張所  TEL.076-223-6631

総合体育館（東京都）

学校体育館（島根県）
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体育館
床

北海道パーケット工業（株）

スペシャルハイド

■東京支店　〒 166-0012　東京都杉並区和田 3-32-7
　　　　　　☎ 03（3313）4181 〜 4 FAX03（3313）4034
■本 社☎ 0138（49）5871 ■大 阪☎ 06（6327）1231 〜 2
■仙 台☎ 022（219）3621 ■水 戸☎ 029（305）0311
■札 幌☎ 011（746）0711 ■九 州☎ 093（921）7752

木を諦めない　合成樹脂よりも優れた木の体育館
スペシャルハイド　versionⅣ

普通張りした大型積層フローリング
表面木

基材合板

下地合板

根太

過乾燥状態での木部反り
↓

ささくれ事故の原因

スペシャルハイド Ver Ⅳ

SMH 樹脂含浸木部

基材合板

下地合板

根太

過乾燥状態※での木部反りを 1/3 に軽減
↓

経年劣化での危険性を軽減

〈概要・特徴〉隠し特殊張り工法により、ダボ無し、サンダー不要の透明感のある体育館を実現。
　　　　　　  高耐久大型積層フローリング、ＪＡＳ　F ☆☆☆☆、国内生産。

※平衡含水率が 5％以下になる環境で起こる
　現象。体育館の不具合は、複合的要因が
　あるが根本原因のため、保湿が望ましい。

■ヒート・クール・トレンチ　地熱利用の空調システム
地下数メートルからの風を室内に循環させて温度を夏涼しく
冬温かく保つ為のシステム。最近では、大規模施設、体育館
等での利用が進んでいる。同設備に対し、通常の床暖房設備
ではない為、通常製品を基本的に採用してきたが、送風によ
る復元実験 ( 自社ラボ ) を行い、平衡含水率は 5％以下になる
事を確認しました。過乾燥異常になります。今後、同設備は
省エネの観点からも大変有益であり、特に体育館の二次利用
( 避難所等 ) での有効性から、同条件で対応可能な製品の開発
を行った。

●断面図

　　　寸法安定処理、表面強硬度処理商品

体育館仕様（塗装品、着色もできます）

http://www.parquet.co.jp


