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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。

＜健康上の安全性の確保＞
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

＜火災時の安全性の確保＞
ガス有害試験に合格しており、燃焼した際に有害なガス、 

煙等を大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系樹脂を特殊加工して 

作られており、自己消化性を有している。 

設置条件により「準不燃材料」としても使用できる。 

※不燃膜天井は不燃材となります。 

＜構造体への負担軽減＞
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

〒 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！！

教育センター

市民体育館

赤穂市立市民プール

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

https://www.refojoule.co.jp

子供たちを「天井落下」のリスクから守る天井システム
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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
大 阪 〒 664-0851 兵庫県伊丹市中央 1-5-14-201
TEL.072-785-6662　FAX.072-785-1261
担当 阪口 Email:m-sakaguchi@a-blt.co.jp

壊れない! 落ちない!
安全な天井を目指して!

2㎏/㎡以下にもかかわらず、壊れない！落ちない！化粧グラスウール超軽量システム天井SLC工法

筑波大学講堂

震度6強以上の加振102回に耐えた耐震耐久性能！（3次元振動台実験）

旭ビルト工業株式会社
https://premium.ipros.jp/a-blt/

本 社 〒144-0052 東京都大田区蒲4-32-8  　　　TEL.03-6715-9994　FAX.03-6715-9996
大 阪 〒664-0851 兵庫県伊丹市中央1-5-14-201   TEL.072-785-6662　FAX.072-785-1261
担当 阪口 Email:m-sakaguchi@a-blt.co.jp

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「ただ軽
い」だけではな
く、【軽くて ! 強
く！壊 れ に く
い！安全な天
井！】を開発しま
した。

安全性の実証
　2018年 5月、京都大学防災研究所の強震実験室において、
阪神淡路大震災の神戸波、東日本大震災の芳賀波、築館波、熊
本地震の益城波前震、本震、中越地震の小地谷波の計6波を
朝 9時半から 16 時半まで丸一日、連続加振した 3次元振動
台実験では、6 波
×17回＝102 回！
震度 6 強以上の
加振に耐え、下地
の破損、歪み、天
井板の脱落等全
くありませんで
した！

更なる開発
　化粧グラスウールの表皮材
シートに色や柄を安価で印刷する
技術を開発しました。グレー、黒、
ベージュや木目柄、石目柄など
多様なニーズに対応できる新天
井板を開発！アルミTバーをR加
工することも可能で、曲面天井や
Tバー天井板をオールブラックに
したシネコン仕様にも対応！プー
ル用天井板も用意しております！

3次元振動台実験茨城県立太田第二高等学校

筑波大学武道館（木目）　　　芝南公民館（石目柄）     

アルカディア体育館

　バレーボール衝突実
験では、天井面2m直下
から練習用マシンにて
40㎞/h、50㎞/h、60㎞
/h、70㎞/hで各3回、同
じ天井板に衝突させて、
80㎞ /hの1回目で端部
の表皮材が破れました。
Tバーフレームについて
はMAX100㎞/hでも損
傷はありませんでした。

学校施設の非構造部材の耐震化や熊本地震の震災復旧工事など全国各地で採用され、実績は昨年100件を超えました。

https://premium.ipros.jp/a-blt/
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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）



便覧  103

　 

　 

　 

　 

■ 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

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
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〈概　要〉
　学校のグラウンド等で利用されている白線材には、一般

的に消石灰が多く用いられていたが、人体に触れると粘膜

などのタンパク質を溶かしてしまう性質を持っている。雨

中のグラウンドなどで、白線上に倒れこんだり晴天時にも

体操着に石灰をつけたまま運動し続けると汗と反応して、

やけどをする、といった事故が起きた。

　“ グラウンドマーカー ” はこうした背景から生まれた炭酸

カルシウムを素材とした白線材である。炭酸カルシウムを

素材にしたことで、これまで問題とされていたやけどを起

こすこともなく、かぶれや痛みなどの心配がなくなった。

〈特　徴〉
１．かぶれや痛みをおこさない

２．地面に対し密着性に優れている

３．スムーズにラインが引ける

４．鮮明な色度を維持 “ 無機顔料使用 ”

５．長期保存が可能

　（湿気を帯びてもかたまらない）

〈カラーバリエーション〉
　白、赤、青、黄、緑

グラウンド関連資材
コートライン

ヒサモト産業（株）

グラウンドマーカー ®

〒 157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-27-11
☎ 03-3308-8003　FAX03-3307-4563

（公財）日本体育施設協会特別会員　（一社）日本フィットネス産業協会賛助会員　（一社）日本スイミングクラブ協会賛助会員

石灰の事故を防ぐグラウンドマーカー
荷姿：各色４㎏（ビニール袋入り）×５色分の使いきりセット／ 20㎏紙袋入り

▲グラウンドマーカー　20kg 紙袋入

専用ラインカー

▲グラウンドマーカー　使い切りセット

（一財）東京都学校保健会推薦品

（財）東京都学校保健会推薦品

製造物責任保険加入品

製造物責任保険加入品

（財）東京都学校保健会推薦品

http://www.hisamotosangyo.co.jp/


