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●  周囲温度が 40℃以上になる
ところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります

●  本体とダクトは、可燃物との間を
10cm以上離すか、  不燃材料を使用
して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてくだ
さい

取扱説明書 ･ 取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。1B03 3681 レンジフード
電動ダンパー仕様で補足説明書が同梱されている物は、

それに基づき電気工事をおこなってください。*1B033681* 取付説明書

●  ファンや部品の取り付けは
確実におこなうこと
落下によりけがをする
おそれがあります

●  レンジフードの取り付けは
十分強度のあるところを選
んで確実におこなうこと
落下によりけがを
するおそれがあり
ます

●  浴室など湿気の多い場所では
絶対に使わないこと（浴室用
換気扇をお使いください。）
感電および故障の原因になります

●  運転中は指や物を絶対に入れ
ないこと
けがをするおそれがあります

●  メタルラス張り、ワイヤラス張り、
または金属板張りの木造の造営物に
金属製ダクトが貫通する場合、金属
製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないよう
取り付けること
漏電した場合、発火したり感電するおそれ
があります

●  自然排気型のストーブを使用するとき
は、空気の取入口（給気口）により十
分給気される配慮をすること
排気ガスが室内に
逆流し、一酸化炭素
中毒を起こすおそれ
があります

●  交流 100 Ｖ以外では使用しないこと
火災・感電の原因に
なります

安
全
上
の
ご
注
意

●   取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取
り付けをおこなってください。

●   ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々
への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害
や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると
生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区別しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

   記号は行為を禁止する内容を告げるものです。
   図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合

は分解禁止）が描かれています。

●  記号は行為を強制したり指示する内容を告げる
ものです。図の中に具体的な指示内容（左図の
場合は電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい）が描かれています。

警  告：  人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容。

注  意：  人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発
生が想定される内容。

絵表示の例

  警  告
●  修理技術者以外の人は、絶対に分解

したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがを
するおそれがあります

●  配線工事は電気設備技術基準や内線規
程に従って法的有資格者が工事をおこ
なうこと
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

●  排気工事をされる場合は建築基準法
（同施行令）および消防法などの関連
法規に従って法的有資格者が工事をお
こなうこと
火災などの原因になります

●  アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

分解・修理・
改造禁止

取付注意

アースを
取り付ける

取付注意
使用禁止

取付注意

取付注意

  注  意

●  取り扱いの際は必ず厚手の
手袋をすること
鋼板の切り口や角で
けがをするおそれが
あります

取付注意

接触禁止

手袋をする

取付注意

使用禁止

取付注意

●  レンジフードは、薄板の金属部（壁内
ラス網など）と接触しないよう取り付
けること
漏電した場合、発火するおそれがあります

●  レンジフードの壁への埋め込みは
しないこと
漏電した場合、発火するおそれがあります                                                          

取付禁止

取付注意

埋込禁止

●  下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者
がおこなう必要があります。

・  大工工事【設置のための下地工事等】
・  配線工事【コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接

続等】
・  管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト接続等】

   流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外
の「組立・設置」を区別しておこなってください。

●  ダクトの不燃処理について
・  ダクトを 50mm 以上の不燃材料、または 20mm 以上の国土交通大臣不

燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・  施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従っ

てください。

●  調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
   調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。

排気効率が低下します。

●  屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気
抵抗は 400m3/h 時 50Pa 以下のものをご使用ください。

   防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使
用しないでください。

●  非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果
をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでくだ
さい。

●  レンジフード取付面の補強部に、取付用ねじが確実に届くことを確認してく
ださい。

   本体の取付用ねじは 45mmの長さのものが同梱されておりますが、壁下地
に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取付
用ねじが確実に補強部に届くことを確認してください。

   また、レンジフード本体取付面には必ず不燃材を使用してください。

●  製品は調理機器の真上に取り付けてください。
   なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器の
   真上 80cm 以上になるようにしてください。

●  レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないで
   ください。
   また、横方向 50cm以上離して取り付けてください。
   湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。

●  電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けてください。
   火災・故障の原因になります。

●  製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。

●  部屋の中央で料理される場合は油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体
換気のために他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができ
ます。

●  建物が密閉されている場合は必ず、約 400cm2 程度の空気取入口を設けてくだ
さい。

●  寒い地域ではダクトが結露し本体内に結露水が流れる場合がありますので断
熱材を巻くなどの対応をしてください。

取り付け上のお願い 取り付け前の調査と準備

  警  告
●  修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・

改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあり
ます

●  レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）
と接触しないよう取り付けること
漏電した場合、発火するおそれがあります

●  本体とダクトは、可燃物との間を 10cm 以上
離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

分解・修理・
改造禁止

取付注意

取付注意

■   板張りの場合

●   板厚が 20mm 以下の場合には壁に補強板を埋め込み、補
強板にレンジフードを取り付けてください。

●   板厚が 20mm 以上の場合は補強板の必要はありません。

■   コンクリート、タイル壁の場合

●   あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ
等を使用し固定してください。

■   土壁の場合

●   柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでくだ
さい。

4   電源コンセント・ブレーカー

電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。
（交流 ･ 単相 100V）
コンセントは、JIS  C  8303  2 極差込接続器 15A  125V をご使
用ください。

●  レンジフードの壁への埋め込みはしないこと
漏電した場合、発火するおそれがあります

埋込禁止

●  排気工事をされる場合は建築基準法（同施行令）
および消防法などの関連法規に従って法的有資
格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります取付注意

製品質量 22  kg1   取付面の強度確認

製品を支える強さが必要です。

  注  意

●  周囲温度が 40℃以上になるところには
取り付けないこと
火災・故障の原因になります

●  取り扱いの際は、必ず厚手の手袋
をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれが
あります

取付禁止

手袋をする

●  レンジフードの取り付けは十分強度のある
ところを選んで確実におこなうこと
落下によりけがをするおそれがあります

取付注意

2   別売部品の準備

排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

3   標準取付寸法

本製品の標準取付寸法は、調理機器の上面

から製品の下端まで 80cm 以上です。

※  火災予防条例では、グリスフィルター

   の下端が調理機器の真上 80cm 以上

   必要となっています。

取り付けかた

２.  排気方向の決定

１.  付属品の確認

●  メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に
金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないように取り付けること
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

●  取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

●  排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法など
の関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります

●  本体とダクトは、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を
使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

1   製品寸法図を参照し、事前に管工事業者（法的有資格者）へ壁穴の開口を依頼して
   ください。

   また、コンセントの位置を確認してください。（「６. 電気配線」図 6－ 1参照）

  警  告

  注  意

取付注意

手袋をする

取付注意

取付注意

●  浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと
   （浴室用換気扇をお使いください。）

感電および故障の原因になります

  注  意

使用禁止

2   φ 150 のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフードの
上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。

   （コンクリート、タイル、土壁の場合）

●  周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります

取付禁止

■   後方排気の場合（図 3－ 2）
   （別売のＬ形ダクトを使用する場合）

排気口に付属品のソフトテープを貼り、Ｌ形ダ
クトに取り付けます。
取付方向は、シャッターの開閉方向が下方に
なり、レンジフードを運転していないときは
シャッターが閉じるように取り付けます。
排気口は、取付ねじ（M4 × 8）4 本でＬ形ダ
クトに取り付けてください。
本体への取り付けは、本体の取り付け後にお
こないます。（「5.  ダクトと排気用部品の接続」
参照）

■   後方排気の場合（図 5－ 3）

1   本体に付いているねじ 2 本を取
りはずした後、Ｌ形ダクトを本
体上部の差込口に差し込みなが
ら、排気口をダクトに挿入し、
取付ねじ 2 本で取り付けます。

2   風漏れ防止のテーピング（アル
ミテープ）をおこないます。

■   上方排気の場合（図 3－ 1）

排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。

本体に付いているねじ 2 本を取りはずした後、
付属品の排気口を取り付けます。

取付方向は右図を参照してください。

■   上方排気の場合（図 5－ 2）

風漏れ防止のテーピング（アルミ
テープ）をおこないます。

４.  本体の取り付け

  注  意

1   だるま穴用座付ねじをねじ込みます。

製品寸法図を参考にして、付属品の座付ね
じ（φ 5.1 × 45）をねじ込みます。
だるま穴位置（左右各１ヶ所）に座付ねじ
（φ 5.1 × 45）を壁面との隙間 5ｍｍまで
締め付けます。（図 4－ 1）

図 4－ 1

図 4－ 2

���

6   アクアスリットフィルタをはずし
ます。（図 4 － 6）

アクアスリットフィルタのツマミ
を持って後方に押しながら下げる
と、手前に取りはずせます。

7   仕切板を開いて本体を固定します。

1）   取付ねじ 2本をはずし（図 4－ 7   1   ）、
仕切板を開きます（図 4－ 7   2   ）。

※  仕切板の落下にご注意ください。
   仕切板の左右に、レンジフード側の

穴に引っ掛かるよう引掛け部がつい
ていますが、はずさないようにして
ください。

2）  座付ねじ（φ5.1×45）2本で本体をしっ
かりと固定します。（図 4－ 7   3   ）

8   仕切板を閉じ、取付ねじ 2本で固定します。

9   アクアスリットフィルタ・オイルパック・
   整流板を取り付けます。

はずしたときと逆の順序で各部品を元通りに取り付けてください。

5   オイルパックをはずします。
   （図 4－ 5）

ツマミを持ってゆっくり手前に
引き出します。

4   整流板をはずします。
   （図 4－ 4）

1）   左右のラッチレバーを引
き出しながらゆっくりと
手前に引き出します。

   （その際、整流板を落と
さないよう、両手でしっ
かりと支えてください。）

2）  整流板の後ろを持ち上
げ、整流板吊り金具から
整流板引掛け金具をはず
します。

●  レンジフードの取り付けは十分強度のある
ところを選んで確実におこなうこと
落下により、けがをするおそれがあります

取付注意

５. ダクトと排気用部品の接続

７.試運転

■   取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■   取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様へお渡しください。

８.お客様への説明

  注  意
●  運転中は指や物を絶対に入れないこと

けがをするおそれがあります

接触禁止

■   分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
   スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
■   運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
■   異常な騒音、振動がないことを確認してください。
■   屋外の排気出口から排気され、異常がないことを確認してください。
■   取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料とな

りますので十分確認してください。

■上方排気の場合 ■後方排気の場合
（別売のＬ形ダクトを使用する場合）

　お願い　

ドリリングタッピンねじなどで排気口を
固定する場合は、シャッターにねじがあ
たらないように図を参照してドリリング
タッピンねじ使用範囲以内に固定してく
ださい。（図 5－ 1）

����以上

����以上
������

シャッター軸

ドリリングタッピンねじ

排気口

ドリリングタッピンねじ
使用範囲
(25mm以下のネジを
  使用ください。）

図 5－ 1

図 5－ 2

図 5－ 3

アルミテープ
ダクト

アルミテープＬ形ダクト

差込口

取付ねじ

排気口
取付ねじ

ソフトテープ

Ｌ形ダクト
（別売品）

シャッターの開く方向

ソフトテープ

排気口

差込口

シャッターの
開く方向

図 3－ 2

図 1－ 1

図 4 － 4

図 4 － 5

図 4－ 6

図 4 － 8

図 4 － 7

図 3－ 1

［製造元］

本社・営業部  〒 252-0206    相模原市中央区淵野辺 2丁目 1－ 9

TEL  042(768)3754（営業部）

各部のなまえ

ファン

スイッチ アクアスリットフィルタ
(グリスフィルター)

オイルパック
ランプカバー

整流板

製品寸法図

  後方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

 2-φ8穴
(本体取付穴）

このスライド部は
ダクトカバーの内部に入る
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2-φ6穴
(本体取付穴）

ご注意

･   別売品のダクトカバーは型名により、
高さ寸法が異なります。（上表参照）

･   DCA-430SAJ  と組み合わせて取り付
ける場合は別売L形ダクトを使用した
後方排気はできません。

アース接続端子
※アース線は取付作業者側手配

  2-φ6穴
（ダクトカバー吊り金具取付穴）

本体下端よりアクアスリットフィルタ下端まで

80
0以

上
の
こ
と

80
0~

85
0
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ダクトカバー吊り金具

（単位：mm）

　お願い　

・  保護用クッション材およびエアキャッ
プは「4.  本体の取り付け」手順 4 に
おいて指示があるまではずさないでく
ださい（図 1－ 1）。

・  床で作業する場合、本体および床にキ
ズを付けないため、必ずシートを敷い
た上で作業をおこなってください。

・  取付作業の際はキズ、破損のないよう
十分ご注意ください。

６.電気配線

  警  告

●  配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が
工事をおこなうこと
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

●  交流 100Ｖ以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります

●  修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

●  アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

1   アース（D種接地工事）を取ります。
   ※アース線は取り付け作業側にて手配します。

2   分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

　お願い　

・  電源は専用のコンセント（JIS  C  8303  ２極差込
接続器  15A、125V）およびブレーカーを設けて
ください。

・  コンセントは電源コードの長さを考慮し、ダクト
カバーのサイズに合わせて右図の範囲内に設置し
てください。（図 6－ 1）
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図 6 － 1

分解・修理・
改造禁止

取付注意

使用禁止

アースを
取り付ける

2   座付ねじを締め付けます。

座付ねじに本体のだるま穴を引っ掛け
た後、しっかり締め付けます。（図4－2）

　お願い　

上方排気の場合は、ダクトに排気口を
差し込みながら本体を取り付けます。

　お願い　

保護用クッション材は「4.  本体の取り付け」手順 4 の前に一時取りはずしてください。
手順 9 まで終了したら、保護用クッション材を元のように取り付けてください。

引っ掛けて
締め付ける

座付ねじ
（φ5.1×45）

ダクト

整流板

ラッチ

引き出す

ラッチ

はずす

整流板引掛け
金具

整流板吊り金具

手前側 オイルパック

突起製品下部

後方に押しながらさげる

取付ねじ

1

1

仕切板

コネクター

■   排気口設置面の漏風確認のお願い（図 5－ 4）

排気口とダクトを接続する際に、無理にダクト
にレンジフードの排気口を接続しようとすると、
排気口と排気口の設置面（フード天面等）が変
形し、風漏れが発生してしまう場合があります。

風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転
（強運転）をおこなってください。

漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアル
ミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をお
こなってください。

図 5 － 4

排気口

設置面

アルミテープ等

ダクト

2

3

3

引掛け部

座付ねじ
（φ5.1×45）

　お願い　

各部品が確実に取り付けられたことを確認してください。

　お願い　

・  仕切板を取り付ける前に、右図の位置にあ
るコネクターが、はずれたりゆるんだりし
ていないか確認してください。ランプが点
灯しないなど、動作不良の原因となります。

（図 4－ 8）

・  仕切板を閉じる際、内部の配線を傷つけた
り、はさんだりしないようご注意ください。

付
属
品

   座付ねじ  φ 5.1 × 45（6本）
   本体の取り付けに使います。

ソフトテープ（1本）
   排気口とダクトとの隙間をふさぐのに使います。

排気口  (1 個）
   本体とダクトの接続に使います。
   逆風防止シャッター付きです。
   取付ねじは本体に取り付いています。

3   座付ねじで本体を固定します。

だるま穴下側のφ 8 穴に座付ねじ
（φ 5.1 × 45）2 本を追加し、しっ
かりと締め付けて固定します。  
（図 4－ 3）

図 4－ 3

座付ねじ
（φ5.1×45）

φ8穴

製品中心

本体

上方排気ダクト

前

前

���
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��
排気ダクト

前

��
�

�����

���

保護用クッション材

エアキャップ

固定テープ

梱包箱から排気口、座付ねじ等の付属品を取り出し、上項の付属品一覧により
不足がないか確認します。

３.  排気用部品の準備

　お願い　

Ｌ形ダクトを使用しないで、排気口に直接ダクトを接続して後方排気する場合は、
シャッターの開く向きに注意して排気口を取り付けてください。
下図の「誤った接続例」の場合、排気不良や異常音の原因になります。

誤った接続例正しい接続例

ダクト 開く
シャッター

排気口

開く 開く
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●  周囲温度が 40℃以上になる
ところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります

●  本体とダクトは、可燃物との間を
10cm以上離すか、  不燃材料を使用
して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてくだ
さい

取扱説明書 ･取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。1B03 3681 レンジフード
電動ダンパー仕様で補足説明書が同梱されている物は、

それに基づき電気工事をおこなってください。*1B033681* 取付説明書

●  ファンや部品の取り付けは
確実におこなうこと
落下によりけがをする
おそれがあります

●  レンジフードの取り付けは
十分強度のあるところを選
んで確実におこなうこと
落下によりけがを
するおそれがあり
ます

●  浴室など湿気の多い場所では
絶対に使わないこと（浴室用
換気扇をお使いください。）
感電および故障の原因になります

●  運転中は指や物を絶対に入れ
ないこと
けがをするおそれがあります

●  メタルラス張り、ワイヤラス張り、
または金属板張りの木造の造営物に
金属製ダクトが貫通する場合、金属
製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないよう
取り付けること
漏電した場合、発火したり感電するおそれ
があります

●  自然排気型のストーブを使用するとき
は、空気の取入口（給気口）により十
分給気される配慮をすること
排気ガスが室内に
逆流し、一酸化炭素
中毒を起こすおそれ
があります

●  交流 100 Ｖ以外では使用しないこと
火災・感電の原因に
なります

安
全
上
の
ご
注
意

●   取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取
り付けをおこなってください。

●   ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々
への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害
や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると
生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区別しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

   記号は行為を禁止する内容を告げるものです。
   図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合

は分解禁止）が描かれています。

●  記号は行為を強制したり指示する内容を告げる
ものです。図の中に具体的な指示内容（左図の
場合は電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい）が描かれています。

警  告：  人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容。

注  意：  人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発
生が想定される内容。

絵表示の例

  警  告
●  修理技術者以外の人は、絶対に分解

したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがを
するおそれがあります

●  配線工事は電気設備技術基準や内線規
程に従って法的有資格者が工事をおこ
なうこと
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

●  排気工事をされる場合は建築基準法
（同施行令）および消防法などの関連
法規に従って法的有資格者が工事をお
こなうこと
火災などの原因になります

●  アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

分解・修理・
改造禁止

取付注意

アースを
取り付ける

取付注意
使用禁止

取付注意

取付注意

  注  意

●  取り扱いの際は必ず厚手の
手袋をすること
鋼板の切り口や角で
けがをするおそれが
あります

取付注意

接触禁止

手袋をする

取付注意

使用禁止

取付注意

●  レンジフードは、薄板の金属部（壁内
ラス網など）と接触しないよう取り付
けること
漏電した場合、発火するおそれがあります

●  レンジフードの壁への埋め込みは
しないこと
漏電した場合、発火するおそれがあります                                                          

取付禁止

取付注意

埋込禁止

●  下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者
がおこなう必要があります。

・  大工工事【設置のための下地工事等】
・  配線工事【コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接

続等】
・  管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト接続等】

   流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外
の「組立・設置」を区別しておこなってください。

●  ダクトの不燃処理について
・  ダクトを 50mm 以上の不燃材料、または 20mm 以上の国土交通大臣不

燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・  施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従っ

てください。

●  調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
   調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。

排気効率が低下します。

●  屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気
抵抗は 400m3/h 時 50Pa 以下のものをご使用ください。

   防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使
用しないでください。

●  非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果
をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでくだ
さい。

●  レンジフード取付面の補強部に、取付用ねじが確実に届くことを確認してく
ださい。

   本体の取付用ねじは 45mmの長さのものが同梱されておりますが、壁下地
に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取付
用ねじが確実に補強部に届くことを確認してください。

   また、レンジフード本体取付面には必ず不燃材を使用してください。

●  製品は調理機器の真上に取り付けてください。
   なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器の
   真上 80cm以上になるようにしてください。

●  レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないで
   ください。
   また、横方向 50cm以上離して取り付けてください。
   湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。

●  電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けてください。
   火災・故障の原因になります。

●  製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。

●  部屋の中央で料理される場合は油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体
換気のために他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができ
ます。

●  建物が密閉されている場合は必ず、約 400cm2 程度の空気取入口を設けてくだ
さい。

●  寒い地域ではダクトが結露し本体内に結露水が流れる場合がありますので断
熱材を巻くなどの対応をしてください。

取り付け上のお願い 取り付け前の調査と準備

  警  告
●  修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・

改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあり
ます

●  レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）
と接触しないよう取り付けること
漏電した場合、発火するおそれがあります

●  本体とダクトは、可燃物との間を 10cm 以上
離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

分解・修理・
改造禁止

取付注意

取付注意

■   板張りの場合

●   板厚が 20mm 以下の場合には壁に補強板を埋め込み、補
強板にレンジフードを取り付けてください。

●   板厚が 20mm 以上の場合は補強板の必要はありません。

■   コンクリート、タイル壁の場合

●   あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ
等を使用し固定してください。

■   土壁の場合

●   柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでくだ
さい。

4   電源コンセント・ブレーカー

電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。
（交流 ･単相 100V）
コンセントは、JIS  C  8303  2 極差込接続器 15A  125Vをご使
用ください。

●  レンジフードの壁への埋め込みはしないこと
漏電した場合、発火するおそれがあります

埋込禁止

●  排気工事をされる場合は建築基準法（同施行令）
および消防法などの関連法規に従って法的有資
格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります取付注意

製品質量 22  kg1   取付面の強度確認

製品を支える強さが必要です。

  注  意

●  周囲温度が 40℃以上になるところには
取り付けないこと
火災・故障の原因になります

●  取り扱いの際は、必ず厚手の手袋
をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれが
あります

取付禁止

手袋をする

●  レンジフードの取り付けは十分強度のある
ところを選んで確実におこなうこと
落下によりけがをするおそれがあります

取付注意

2   別売部品の準備

排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

3   標準取付寸法

本製品の標準取付寸法は、調理機器の上面

から製品の下端まで 80cm 以上です。

※  火災予防条例では、グリスフィルター

   の下端が調理機器の真上 80cm 以上

   必要となっています。

取り付けかた

２.  排気方向の決定

１.  付属品の確認

●  メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に
金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないように取り付けること
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

●  取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

●  排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法など
の関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります

●  本体とダクトは、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を
使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

1   製品寸法図を参照し、事前に管工事業者（法的有資格者）へ壁穴の開口を依頼して
   ください。

   また、コンセントの位置を確認してください。（「６. 電気配線」図 6－ 1 参照）

  警  告

  注  意

取付注意

手袋をする

取付注意

取付注意

●  浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと
   （浴室用換気扇をお使いください。）

感電および故障の原因になります

  注  意

使用禁止

2   φ 150 のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフードの
上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。

   （コンクリート、タイル、土壁の場合）

●  周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります

取付禁止

■   後方排気の場合（図 3 － 2）
   （別売のＬ形ダクトを使用する場合）

排気口に付属品のソフトテープを貼り、Ｌ形ダ
クトに取り付けます。
取付方向は、シャッターの開閉方向が下方に
なり、レンジフードを運転していないときは
シャッターが閉じるように取り付けます。
排気口は、取付ねじ（M4 × 8）4 本でＬ形ダ
クトに取り付けてください。
本体への取り付けは、本体の取り付け後にお
こないます。（「5.  ダクトと排気用部品の接続」
参照）

■   後方排気の場合（図 5－ 3）

1   本体に付いているねじ 2 本を取
りはずした後、Ｌ形ダクトを本
体上部の差込口に差し込みなが
ら、排気口をダクトに挿入し、
取付ねじ 2本で取り付けます。

2   風漏れ防止のテーピング（アル
ミテープ）をおこないます。

■   上方排気の場合（図 3－ 1）

排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。

本体に付いているねじ 2 本を取りはずした後、
付属品の排気口を取り付けます。

取付方向は右図を参照してください。

■   上方排気の場合（図 5－ 2）

風漏れ防止のテーピング（アルミ
テープ）をおこないます。

４.  本体の取り付け

  注  意

1   だるま穴用座付ねじをねじ込みます。

製品寸法図を参考にして、付属品の座付ね
じ（φ 5.1 × 45）をねじ込みます。
だるま穴位置（左右各１ヶ所）に座付ねじ

（φ 5.1 × 45）を壁面との隙間 5 ｍｍまで
締め付けます。（図 4－ 1）

図 4 － 1

図 4 － 2

���

6   アクアスリットフィルタをはずし
ます。（図 4 － 6）

アクアスリットフィルタのツマミ
を持って後方に押しながら下げる
と、手前に取りはずせます。

7   仕切板を開いて本体を固定します。

1）   取付ねじ 2本をはずし（図 4 － 7   1   ）、
仕切板を開きます（図 4－ 7   2   ）。

※  仕切板の落下にご注意ください。
   仕切板の左右に、レンジフード側の

穴に引っ掛かるよう引掛け部がつい
ていますが、はずさないようにして
ください。

2）  座付ねじ（φ5.1×45）2本で本体をしっ
かりと固定します。（図 4 － 7   3   ）

8   仕切板を閉じ、取付ねじ 2 本で固定します。

9   アクアスリットフィルタ・オイルパック・
   整流板を取り付けます。

はずしたときと逆の順序で各部品を元通りに取り付けてください。

5   オイルパックをはずします。
   （図 4 － 5）

ツマミを持ってゆっくり手前に
引き出します。

4   整流板をはずします。
   （図 4 － 4）

1）   左右のラッチレバーを引
き出しながらゆっくりと
手前に引き出します。

   （その際、整流板を落と
さないよう、両手でしっ
かりと支えてください。）

2）  整流板の後ろを持ち上
げ、整流板吊り金具から
整流板引掛け金具をはず
します。

●  レンジフードの取り付けは十分強度のある
ところを選んで確実におこなうこと
落下により、けがをするおそれがあります

取付注意

５. ダクトと排気用部品の接続

７.試運転

■   取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■   取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様へお渡しください。

８.お客様への説明

  注  意
●  運転中は指や物を絶対に入れないこと

けがをするおそれがあります

接触禁止

■   分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
   スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
■   運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
■   異常な騒音、振動がないことを確認してください。
■   屋外の排気出口から排気され、異常がないことを確認してください。
■   取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料とな

りますので十分確認してください。

■上方排気の場合 ■後方排気の場合
（別売のＬ形ダクトを使用する場合）

　お願い　

ドリリングタッピンねじなどで排気口を
固定する場合は、シャッターにねじがあ
たらないように図を参照してドリリング
タッピンねじ使用範囲以内に固定してく
ださい。（図 5－ 1）

����以上

����以上
������

シャッター軸

ドリリングタッピンねじ

排気口

ドリリングタッピンねじ
使用範囲
(25mm以下のネジを
  使用ください。）

図 5－ 1

図 5－ 2

図 5－ 3

アルミテープ
ダクト

アルミテープＬ形ダクト

差込口

取付ねじ

排気口
取付ねじ

ソフトテープ

Ｌ形ダクト
（別売品）

シャッターの開く方向

ソフトテープ

排気口

差込口

シャッターの
開く方向

図 3 － 2

図 1－ 1

図 4－ 4

図 4－ 5

図 4 － 6

図 4－ 8

図 4－ 7

図 3 － 1

［製造元］

本社・営業部  〒 252-0206    相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 － 9

TEL  042(768)3754（営業部）

各部のなまえ

ファン

スイッチ アクアスリットフィルタ
(グリスフィルター)

オイルパック
ランプカバー

整流板

製品寸法図

  後方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

 2-φ8穴
(本体取付穴）

このスライド部は
ダクトカバーの内部に入る
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2-φ6穴
(本体取付穴）

ご注意

･   別売品のダクトカバーは型名により、
高さ寸法が異なります。（上表参照）

･   DCA-430SAJ  と組み合わせて取り付
ける場合は別売L形ダクトを使用した
後方排気はできません。

アース接続端子
※アース線は取付作業者側手配

  2-φ6穴
（ダクトカバー吊り金具取付穴）

本体下端よりアクアスリットフィルタ下端まで
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上
の
こ
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630

ダクトカバー吊り金具

（単位：mm）

　お願い　

・  保護用クッション材およびエアキャッ
プは「4.  本体の取り付け」手順 4 に
おいて指示があるまではずさないでく
ださい（図 1－ 1）。

・  床で作業する場合、本体および床にキ
ズを付けないため、必ずシートを敷い
た上で作業をおこなってください。

・  取付作業の際はキズ、破損のないよう
十分ご注意ください。

６.電気配線

  警  告

●  配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が
工事をおこなうこと
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

●  交流 100Ｖ以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります

●  修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

●  アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

1   アース（D種接地工事）を取ります。
   ※アース線は取り付け作業側にて手配します。

2   分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

　お願い　

・  電源は専用のコンセント（JIS  C  8303  ２極差込
接続器  15A、125V）およびブレーカーを設けて
ください。

・  コンセントは電源コードの長さを考慮し、ダクト
カバーのサイズに合わせて右図の範囲内に設置し
てください。（図 6－ 1）
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図 6－ 1

分解・修理・
改造禁止

取付注意

使用禁止

アースを
取り付ける

2   座付ねじを締め付けます。

座付ねじに本体のだるま穴を引っ掛け
た後、しっかり締め付けます。（図4－2）

　お願い　

上方排気の場合は、ダクトに排気口を
差し込みながら本体を取り付けます。

　お願い　

保護用クッション材は「4.  本体の取り付け」手順 4 の前に一時取りはずしてください。
手順 9 まで終了したら、保護用クッション材を元のように取り付けてください。

引っ掛けて
締め付ける

座付ねじ
（φ5.1×45）

ダクト

整流板

ラッチ

引き出す

ラッチ

はずす

整流板引掛け
金具

整流板吊り金具

手前側 オイルパック

突起製品下部

後方に押しながらさげる

取付ねじ

1

1

仕切板

コネクター

■   排気口設置面の漏風確認のお願い（図 5－ 4）

排気口とダクトを接続する際に、無理にダクト
にレンジフードの排気口を接続しようとすると、
排気口と排気口の設置面（フード天面等）が変
形し、風漏れが発生してしまう場合があります。

風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転
（強運転）をおこなってください。

漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアル
ミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をお
こなってください。

図 5 － 4

排気口

設置面

アルミテープ等

ダクト

2

3

3

引掛け部

座付ねじ
（φ5.1×45）

　お願い　

各部品が確実に取り付けられたことを確認してください。

　お願い　

・  仕切板を取り付ける前に、右図の位置にあ
るコネクターが、はずれたりゆるんだりし
ていないか確認してください。ランプが点
灯しないなど、動作不良の原因となります。

（図 4－ 8）

・  仕切板を閉じる際、内部の配線を傷つけた
り、はさんだりしないようご注意ください。

付
属
品

   座付ねじ  φ 5.1 × 45（6本）
   本体の取り付けに使います。

ソフトテープ（1本）
   排気口とダクトとの隙間をふさぐのに使います。

排気口  (1 個）
   本体とダクトの接続に使います。
   逆風防止シャッター付きです。
   取付ねじは本体に取り付いています。

3   座付ねじで本体を固定します。

だるま穴下側のφ 8 穴に座付ねじ
（φ 5.1 × 45）2 本を追加し、しっ
かりと締め付けて固定します。  

（図 4－ 3）

図 4－ 3

座付ねじ
（φ5.1×45）

φ8穴

製品中心

本体

上方排気ダクト

前

前
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��
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��
排気ダクト

前

��
�

�����

���

保護用クッション材

エアキャップ

固定テープ

梱包箱から排気口、座付ねじ等の付属品を取り出し、上項の付属品一覧により
不足がないか確認します。

３.  排気用部品の準備

　お願い　

Ｌ形ダクトを使用しないで、排気口に直接ダクトを接続して後方排気する場合は、
シャッターの開く向きに注意して排気口を取り付けてください。
下図の「誤った接続例」の場合、排気不良や異常音の原因になります。

誤った接続例正しい接続例

ダクト 開く
シャッター

排気口

開く 開く
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陶器という素材にとって難しい直線的なデザインを実現する為に、デュラ
ビットの伝統が支える優れた職人技術が活かされています。 
右： Veroシリーズは、シャープなスクエアラインのデザインがコレクショ
ン全体の特徴となっています。 下： 壁付け洗面器は、ワイ
ド、85,105,125 cmのサイズ展開を用意しています。

シャープでスクエアなラインを
持つVeroシリーズ
究極のミニマルデザイン

Vero はフォルム、機能、品質面で卓越しています。 デュラビットの高い技術力
により創り出された四角い洗面器は多くのメーカーがコピーするほどのヒット
商品です。

※バスルームファニチャーやライト付きミラー、その他一部の商品は日本国内
では未発売です。

Veroのハーフベッセル（半埋め）型洗面器 Veroシリーズにはシャープなデザインが引き立つ、
ブラックカラーバージョンのご用意もあります。
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　　　コテ仕上げ

　　　アバタイト光触媒

※運賃は、別途となります。 ※ご注文心よりお待ちいたしております。

約9㎏本

ノンクラックネット

18㎏缶

20㎏缶

幅100cm×巻長50ｍ／本

ノンクラックＧネット

ジルコニア入り

幅100cm×巻長50ｍ／本

１箱２ｾｯﾄ入り

H450　20～25／m

1.27㎏／㎡

荷姿使用量

18㎏箱

仕切単価品　名

2㎏～3㎏／㎡

約8～10㎡／缶

150ｇ～200ｇ／㎡

約120㎡／缶

ビューティーベース

コテタイプ

15,000円

光触媒「サン・ウォール

101プライマー

作成日　2017/10/13

e-mail: info@sun-wall.co.jp    http://www.sun-wall.co.jp

☎0297-21-2003　    📠0297-27-3131

〒303-0043茨城県常総市内守谷町2453-4

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　次世代型建築資材販売

　　株式会社　サン・ウォール

18,000円

18,000円

18,000円

13,000円

設計価格

約9㎏本

換気下端定木 長さ1820

1ケース

50本入 14,000円

商品基本単価表

����	����



（木部を除く。）

汚れに対しては圧力洗浄または手洗いでのメンテナンスが可能です

クラックを最小限に抑える圧倒的な伸縮性能

スタッコフレックスは純白で不純物を含まないカルシウム砂と高品質アクリルポリマー
から作られています。高分子樹脂の特性によって防水性に富んだ上に通気性にも優れ、
これにより外壁通気性を保ちながら壁内結露の原因軽減や水分によるコンクリートの
劣化原因の軽減にもなります。また、カビや藻などの発生率も下がります。スタッコフレッ
クスは建物を保護し呼吸する塗料です。

　　　　　  従来の同質仕上材と同様に、他の建材の埃や下地から
出たアクや錆び、空気中で汚染された汚れ等は、油膜成分を含んでい
たり、頑固に付着することが多く、こういった汚れや雨だれ等は洗浄
しても取れない場合がありますので、予めご理解をお願い致します。

注意！6

　　　　　  常時湿度が高い環境下の場合、コケ等が付着する可能性があります。注意！2

（木部を除く。）

汚れに対しては圧力洗浄または手洗いでのメンテナンスが可能です

クラックを最小限に抑える圧倒的な伸縮性能

スタッコフレックスは純白で不純物を含まないカルシウム砂と高品質アクリルポリマー
から作られています。高分子樹脂の特性によって防水性に富んだ上に通気性にも優れ、
これにより外壁通気性を保ちながら壁内結露の原因軽減や水分によるコンクリートの
劣化原因の軽減にもなります。また、カビや藻などの発生率も下がります。スタッコフレッ
クスは建物を保護し呼吸する塗料です。

　　　　　  従来の同質仕上材と同様に、他の建材の埃や下地から
出たアクや錆び、空気中で汚染された汚れ等は、油膜成分を含んでい
たり、頑固に付着することが多く、こういった汚れや雨だれ等は洗浄
しても取れない場合がありますので、予めご理解をお願い致します。

注意！6

　　　　　  常時湿度が高い環境下の場合、コケ等が付着する可能性があります。注意！2





特注調色も可能です。
塗料メーカーの色番を指定して頂ければ、別途追加料金にて数千色のカラーに対応できます。
（例えばベンジャミンムーアー社・（社）日本塗料工業会等の色指定）
注）原色は調合不可です。濃色は、調合不可能な場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

25

307　Nova White 309　Soft White 311　Moonlight

313　Dove Gray 314　Whetstone

315　Sandstone 317　Autumn 318　Champagne

319　Sage 321　Taupe 322　Malt

325　Pate' 329　Khaki 330　Almond

332　Peaches-n-Cream 340　Light Salmon 344　Strawberry

346　Misty Mauve 351　Sunshine 356　Sprout

357　Smoke Blue 362　Steel Gray 370　Clay Pot

372　Portabello

312　Light Gray



コテ等を用いて、お好み
のテクスチャーに仕上
げます。速乾性ですので、
仕上げ塗りは最低2人以
上のチームで各面ごと
に素早く仕上げてくだ
さい。

乾燥後、金ヘラ、サンドペーパー、電動サンダ等でバリ取
りをします。ペーパーの番手は♯50～♯80が目安です。

仕上げ塗装の前にスタッコフレックスフィニッシュ
を撹拌機で十分に撹拌します。あらかじめ出荷時に
粘度調整をしますが、施工しにくい場合は600cc/缶
を目安に清水を各缶ごと一定量で加えながら、粘度
の調整をしてください。

①一般事項
・コテ塗り、吹付け、ローラー塗り仕上げ等ができます。又、多様なテクスチャーが可能です。基本色
は20色です。（別注色可能）仕様決定は塗り見本等による。又、スタッコフレックスは殆どの下地材
料に直接施工できます。
・開封後の材料保管については、しっかりフタを閉め保管します。保管場所については氷点下0℃以
上の倉庫等に保管してください。化学変化を起こさない為、凍害や塩害の心配はありません。
②塗料調整
・色むらを防ぐ為、使用前に攪拌機等でよく攪拌します。又、粘性が強い為、塗りにくい場合は清水
にて希釈調整の上、責任施工してください。
③気象状況及び環境（施工禁止事項）
・気温が０℃以下のとき。
・湿度が90％以上のとき。

・降雨・降雪のとき、又は塗装後乾燥までにその恐れがあるとき。施工後24時間以内は雨等から保
護してください。
・強風及び塵埃が多いとき。
・被塗面に湿気があり、含水率の多いとき。
・上記以外に監理者の承認を得られないとき。
④その他留意点
・本塗料は、速乾性なので手直しが効きませんので施工部位及び面ごとに仕上げます。
・24時間～48時間で乾き、3～4週間で最終性能品質になります。
・薄吹き仕上げ等は、弾性性能が低下する為、塗厚には十分注意して施工します。サンド、ファインフィ
ニッシュ共、最低性能保持厚は2回仕上げで1.6mm内外が目安です。
・作業後肌に付着した塗料は、水や温水等で洗い流してください。

①素地調整（新築、リフォーム、補修）
・下地補修工事仕様による。
・旧塗膜の脆弱部をケレン除去後、パターン復旧する。
・ヘアークラック、亀裂補修には状況や補修目的によりスタッコフレックス専用硬化ベースコート、
ファイバーメッシュテープ、又は弾性ジョイントコンパウンドを使用して下地補修をする。
・エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、
乾燥した清浄な面とする。（塗装面は、Ph10以下、含水率8％以下とする。）

②シーラー処理
・下地面の乾燥を確認したうえで施工する。
・ホコリ・ゴミ・汚れなどが付着した場合は、ダスター刷毛・ウエス等を使用して除去したうえで施工する。
・専用の「プライムシール」又は水性カチオン系シーラーを使用する。又、下地が鉄板系の場合は
鉄板用シーラー、タイル等の場合は磁器用カチオンシーラーを使用する。

③工法別
コンクリート及びモルタル下地の場合
・シーラー処理を確認したうえで施工する。
・スタッコフレックス（27kg/缶）を攪拌機等で充分に攪拌し清水を加え粘度調整する。
サイディング下地の場合
・サイディング接合部の補強、目地埋めにはファイバーメッシュテープ（W=15 2mmと
W=965mmがあります）を接合部又は、全面にベースコートにて接着する。又、ALC等の可動性 を
要求される外壁材の目地埋めには、超弾性ジョイントコンパウンドを使用する。ベースコート（27kg/
缶）は約7.5ℓの清水を加えよく攪拌して使用する。　　　　　　　　　　
・シーラー処理を確認したうえで施工する。
プラスター下地（内装用）の場合
・下地調整はドライウォール下地、又はペイント下地とする。
・シーラー処理を確認したうえで施工する。
注）上記は基本的な手順です。塗装面の状況やテクスチャーにより塗装工程は異なる場合があります。

　　　　 上記の目地処理工法においては、日光の
当たり方によって目地処理部の不陸が影となって表
れることがあります。

注意！



スタッコフレックス商品一覧

※下地の状態、柄・厚み等の仕上げ状況により施工面積は変わります。
　サイディング系下地補強には必ず専用グラスファイバーメッシュテープと
　ベースコートをお使いください。

木部を除く

内外

木部を除く

内外

内外

内外装：コテ塗り　「かき落とし」専用
PUTZ プッツ SAND + 骨材７厘

■コテ塗り：下塗りFINE 1回 約20 ㎡/缶/27kg
　　　　   ：仕上塗りPUTZ 1回 約13 ㎡/缶/27kg

・下塗りはFINEで行い、PUTZは仕上工程のみで必要です。 
・7厘の骨材を転がすため、仕上げ工程でのコテは主に木ゴテを使用します。  
・仕上げの風合いは施工する職人さんによって異なることがあります。  

  ）安目を缶/cc006（。用使てえ加を水は合場いくにり塗でのすで性水・
・シーラー処理をすれば、木部を除く殆どの下地に直接施工できます。  

専用シーラー（水性・無稀釈）

内外装：吹付け・ローラー塗り・リフォーム工事向き

・十分に撹拌してから必ず無希釈で施工してください。

�30,300/�
�20,300/�

�5,600/�

�34,000/�
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