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ドレープフィーチャリング株式会社

〒158-0097東京都世田谷区用賀 2-29-24本　　　　社

〒101-0047東京都千代田区内神田 3-4-6
冨士エレベータービル 2F
TEL.03-6260-9709  FAX.03-4243-2328

東京営業本部

環境にやさしい〈水性一液型〉

Drape Hyper Series

防水 接着力 耐候性
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裏面　210×297mm

金属基材は、必要に応じてサンドブラスト又はケレンをし、防錆プライマー
を塗布します。基材の表面は油分、ほこり、その他の不純物がない状態で
なければなりません。
コンクリートは完全に乾燥している必要があります（新しいコンクリートは
約 28日間乾燥させる必要があります）。表面をケレン後、適切なプライマー
を塗布します。

基材処理

この製品を使用するときは、オーバーオール、ゴーグル、手袋、マスクな
どの保護服を着用する必要があります。

労働保護対策

梱包仕様

ポリウレア吹付専用装置（リアクター）を使用する必要があります。弊社
によって検証されていない機器の使用はお客様の責任で行ってください。
基材処理に使用するプライマーなどの資材は現場状況を確認した上、
弊社が推奨いたしますが、基材処理の不適切な選択によって施工不良が
生じた場合、お客様ご自身の責任となります。

塗装方法

この製品は、涼しく、換気され、乾燥した倉庫に保管する必要があり、雨、
太陽、火、熱から離れた場所に保管し、保管温度は0～ 40℃である必要
があります。
この製品が開封されていない場合、保管期間は製造日から12か月です。
この製品を輸送するときは、水濡れや直射日光を厳しく禁止し、輸送に
関する法規条例を遵守しなければなりません。

保管と輸送

・A成分：220kg／ドラム缶（または 22kg／ポリタンク）
・B成分：200kg／ドラム缶（または 20kg／ポリタンク）

注意事項
●基材温度は、露点温度 +5℃以上である必要があります。●塗布前に完全に均一になるまで、B成分を完全に混合します。●成分 Aの未使用塗料は、窒素を充填した後、密封して保管
する必要があります。●本製品はゼロ VOCであり、シンナーを追加することは固く禁じられています。●狭いスペースで作業する場合は、十分な換気を確保する必要があります。●製
品安全データシート（SDS）を熟読頂き、注意事項をご確認頂きました上でのお取り扱いをお願いします。●製品の改善が進むにつれて、製品のパフォーマンスパラメータが変わる可能
性がありますので、ご連絡ください。
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drapefeaturing

当社の技術は進化を続けており、予告なく変更される場合があります。最新の技術仕様については、当社のウェブサイトにアクセスするか、お問い合わせください。

株式会社レクスポートポリウレア事業課

問い合わせ先

〒216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎 2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス 2階
TEL     044-863-6152
e-mail  info@rexport.co.jp
http://www.passport-drapefeaturing.co.jp
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水性仕上材トップコート

ハイパー D4A

ハイパー D3A

ハイパー D2A

ハイパー D1A

水性耐火防水材

水性防水材

水性プライマー

Drape Hyper Series

環境にやさしい〈水性一液型〉

ドレープ防水材の優位性
ドレープハイパーシリーズは、アクリル系高分子多成分系共重合

エマルションに複合材料を加えた未来型の水性塗膜防水材です。

画期的な防水性能に加え、無臭、無害、接着性、弾性など従来の防水

材には無い多くの特性を持ち合わせています。安全、合理的な施工

を可能にし、構造物の複雑な納まりにも柔軟に対応し、新設は無論、

補修、改修にも最大限の威力を発揮します。

地球環境、人に優しい。
有機溶剤を一切使用しない水性防水材です。

・

・

・

・
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臭気はほとんどありません。

VOC（揮発性有機化合物）は含有していません。
厚生労働省が濃度指針値を定めたVOC14物質の有害科学物質を
含有していません。また、PRTR法、消防法、毒物劇薬の規制も受け
ない安全な塗膜材です。

施主様や近隣の方、施工者にとっても安全な製品です。

包装容器がビニール袋と段ボールのため、ゴミの削減とリサイクル

が可能です。自然環境を考えたパッケージです。

下地を選ばない強力な接着力。
既存防水施工の撤去が必要ないため、廃棄物の大幅な
削減が可能になります。

・

・

・

・
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ドレープハイパーシリーズは、下地素材と緊密に密着する接着力を

持ち合わせています。

既存防水材を撤去しないで補修、改修が可能なため、工期短縮、

コストダウン、さらには廃棄物の削減を実現しています。

アスファルト、ウレタン、シート、FRP 等の防水材、各種金属など
多種多様な建築に対して、その接着力は変わりなく発揮します。

シリコーン、ポリプロピレン、フッ素素材には接着力が低下します。

強くしなやかな防水層。
ドレープハイパーシリーズにて施工した合板を大きく
曲げても、防水層はしなやかに伸びて下地に追随し、
表面の強さも変わりません。

・

・

・
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ドレープハイパーシリーズは、薄くしなやかにムラのない強靭な塗

膜を作ります。薄く伸びてもその強靭さはどこも均一で、驚異的な

弾性を持っています。

弾性があるにも関わらず塗膜表面はキズのつきにくい硬さを備え

ています。

被着材（下地）が伸縮しても、防水の塗膜は剥離する事も無く、伸縮

による防水性能の低下は起こりません。

抜群の耐候性能と絶縁性能。
過酷な環境下でも、長時間その塗膜性能を維持します。

・

05

社内規定にて、塗膜性能により影響の出る剥離、亀裂等の変化を、

促進耐候試験を元に常に調査、研究しております。

塗膜層の亀裂を防止。
特殊穴あきテープの採用で、塗膜の亀裂を防ぎます。

04

ケイカル板、合板等の下地の接合箇所となる付き合わせ目地に

使用します。

下地の動きによる塗膜層の亀裂を防止します。

・

・

防水接着力

耐候性

02 03
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初期乾燥によるひび割れ抵抗体

付着強度（標準）

N/mm2浸水後

風速 3m/s 6時間

モルタル基材（乾燥）

モルタル湿潤→乾燥モルタル基材（乾燥）

60分後の透水変化

洗浄後 500回往復

500g球形重り30cmから落下

ひび割れが無い事

0.5以上

0.3以上

10.0以上

剥がれ及び摩耗による基盤の露出が無いこと

ひび割れ、著しい変形及び剥がれが無いこと

試験体表面に、ひび割れ剥がれ膨れが無く
かつ変色光沢低下が無いこと

23℃水中～20℃ 18時間
30℃～50℃  3時間×3回

ひび割れ、剥がれ、膨れ、軟化溶出が無く
浸されない部分に比べて曇り変化が著しく無いこと

ひび割れ及び剥がれが無く変色の程度が
グレースケール 3号以上であること

試験項目 要求性能 備考

施工例

■性能

■ドレープハイパーシリーズ製品一覧

■ドレープハイパーシリーズ施工実績

水酸化カルシウム飽和液に 24時間
浸漬後の状態

キセノンランプ法 300時間耐候性 A法

耐アルカリ性

温冷繰返し

合格

2.0

0.8

結果

合格

合格

0.0

合格

合格

合格

適用 製品名 製品形態 色 主要成分 施工可能面積

仕上材トップコート（D4A）は、日本塗料工業会指定の特色加工も可能です。
製造数量に付いては、個別打ち合わせさせて頂きます。（指定マンセル数値）
仕上材トップコート（D4A）の N70、N50はカラー番号を表します

施工面積は標準施工によるものです。
環境状況により前後する場合があります。

上記 D1A～ D4A の施工にて、防水塗膜施工が可能です。

シルバー (N70)
ダークグレー (N50)

水性アスファルト舗装用
シーラー材（遮熱用途加）

水性仕上材トップコート

Drape Hyper Series

水性耐火防水材
（飛び火認定取得用）

水性錆止め材
（機械吹き付け可能）

16kg /
ハイブリッド缶

浸水性 A法mm

耐洗浄性

耐衝撃性

アスファルト防水の改修

屋上モルタル下地の改修

スレート屋根の改修

シート防水の改修

FRP防水の改修

金属屋根の改修

ウレタン防水の改修 機密壁防水施工
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水性プライマー 

水性防水材

シーラー材

水性撥水防水材

ハイパー D1A

ハイパー D2A

ハイパー D3A

ハイパー D4A

ハイパー SH-002

ハイパー WSP-7

ハイパークリアー NR-51

ハイパー ASF-8

10kg/箱

15kg/箱

15kg/箱

10kg/箱

9kg/箱

15kg/缶

10kg/箱

水性アクリル系合成樹脂

水性アクリル系合成樹脂

水性特殊合成樹脂

水性アクリル系合成樹脂

水性アクリル系合成樹脂

水性特殊合成樹脂

水性特殊合成樹脂

水性特殊合成樹脂

ブラック

ダークグレー

グレー

乳白色

乳白色

透明

シルバーグレー

50㎡～ 60㎡

20㎡～ 30㎡

18㎡～20㎡

50㎡～ 60㎡

110㎡～ 130㎡

40㎡～50㎡

50㎡～ 70㎡

40㎡～50㎡
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ポリウレア材

各種施工特許出願済

ハイパー SH-002
ハイパー ASF-8

1回

1回

ポリウレア材

ハイパー SH-002

ハイパー ASF-8

アスファルト舗装専用

ポリウレア材
ハイパー SH-002
ハイパー D1A

1回

1回

ポリウレア材

ハイパー SH-002

ハイパー D1A

塩ビシート防水、アスファルト防水、ウレタン防水 等

ハイパー SH-002
ポリウレア材
ハイパー SH-002
ハイパー D1A

ハイパー D3A

1回

1回

1回

1回

ハイパー D3A

ハイパー SH-002

スレート材 等

ポリウレア材
ハイパー SH-002
ハイパー D1A
ハイパークリアー NR-51

1回

1回

ポリウレア材

ハイパー SH-002

ハイパー D1A

※施工目的や素材状況によっては不要な工程です

金属系素材 等

1回ハイパークリアー NR-51

ポリウレア素材推奨施工方法

Drape Hyper Series

コンクリート、木材など多浸透性素材A

スレート材B

塩ビシート防水 /アスファルト防水 /ウレタン防水D

アスファルト舗装E

金属系素材C

最後の防火剤工程を実施すれば飛び火認定取得可能

施工加重は、ポリウレア材の膜厚により変わります。
施工店にお問い合わせください。

施工

ポリウレア材
ハイパー SH-002
ハイパー D1A
ハイパー SH-002

1回

1回

ポリウレア材

ハイパー SH-002

ハイパー D1A

※下地の状況によっては不要な工程です

コンクリート、木材など多浸透性素材 等

1回ハイパー SH-002

・特殊な下地材に付きましては、都度お打ち合わせさせて頂きます。

カートリッジガン

カートリッジ

カートリッジガンの使用により狭い範囲へのポリウレア施工を行うことができます。

ミックスキューブ カートリッジガン
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ポリウレア材

ハイパー SH-002

ハイパー D1A

防火剤
工程

Cartridge Gun


