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防水材料製品一覧

ユナイトコートフラットカラー見本

＊ゴムアスファルト系下地調整材は、別途ご相談下さい。

＊カラー見本はイメージカラーですので、実際の塗工状態と多少異なる場合があります。

■ グリーン ■ シルバーグレー

■ グレー ■ レッド
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種別 製品名称 規格・荷姿・重量
厚さ（mm） 幅（m） 長さ（m） 用途

防水シート

ユナイトバーテックスシート
UV-40LG 4.0mm×1m×8m 38kg/本 改質アスファルトシート

表層スレート砂

ユナイトハイタックシート
UH-20A 2.0mm×1m×15m 35kg/本 改質アスファルトシート

粘着層付

パラディエン40 4.0mm×1m×8m 42kg/本 改質アスファルトシート
カラー砂付（グラニットグレー）

プライマー ユナイトプライマーS 角缶入り 16kg/缶 ゴムアスファルト系プライマー

下地調整材 ユナイトベースコート 角缶入り 23kg/缶 アスファルト系下地活性材（一液型）

塗膜防水材 リアスコートA ポリペール缶入り 20kg/缶 ゴムアスファルト系塗膜防水材

補強用テープ

ユナイトテープVA（240W） 1.5mm×240mm×16m 7.0kg/巻 増張用テープ（粘着層付）

ユナイトテープV（250W） 2.5mm×250mm×8m 5.5kg/巻 増張用テープ

ユナイトテープVT（240W） 2.0mm×240mm×15m 8.3kg/巻 増張用テープ（粘着層付）

溶融型
コンパウンド ユナイトメルトベース

1.5mm×150mm×20m 4.5kg/巻
溶融型成形シート

3.0mm×250mm×10m 7.5kg/巻

端末部処理材
ユナイトコーチング 角缶入り 16kg/缶 防水端末処理材

カートリッジタイプ 330ml×30本 10kg/箱 防水端末処理材（ブチルゴム系）

断熱材（露出用） アキレスボードGF 605mm×910mm
（25mm、30mm、35mm、40mm、50mm）

硬質ウレタンフォーム露出断熱用
※高密度タイプも用意しています

固定釘

開脚型
MFアンカー530、550 φ5.0×30L、50L 100本/箱

手打ち用固定釘
MFアンカー650、660 φ6.0×50L、60L 50本/箱

たたき込み型
MFアンカー675 φ6.0×75L 50本/箱

MFアンカー6100 φ6.0×100L 100本/箱

自動固定用 MFアンカーAK830、835、840 φ3.5×30L、35L、40L 100本/箱 エアー式釘打ち機専用

固定用プレート

MFプレートA φ45×φ5.5×1.2mm 100枚/箱
固定釘用プレート
※プレートC（φ60）もありますMFプレートB φ45×φ7.0×1.2mm 100枚/箱

MFプレート30 φ30×φ3.5×1.2mm 100枚/箱

セラミックグラニュール カラー共砂 袋入り 5kg/袋 補修用砂

仕上塗料（水性） ユナイトコートフラットカラー 角缶入り 15・16kg/缶 露出防水層仕上げ塗料

開孔用ドリル MFドリルキング φ5.3 穿孔用ドリルビット

改修用ドレン 縦型
ユナイトLドレン φ40mm〜φ100mm 5mm間隔 140L（400角ツバ付き）鉛製

※他サイズもあります

ドレンキャップ 鋳鉄製



軒先納まり例

UV-40LG
（トーチ密着アンカー固定併用）

UV-40LG
（トーチ密着アンカー固定併用）

UH-20A（粘着層付）

PU断熱材

ケラバ納まり例

4つの  特  長

②高圧洗浄

④下地調整材「ベースコート」塗布

⑥自動釘打機によるアンカー固定

⑧仕上塗装

①改修前のアスファルトシングル屋根

③軒先とケラバの撤去
⑤ ユナイト改質アスファルトシートの
トーチ張り

⑦棟部の化粧張り

⑨完成

勾配屋根の改修防水は、改質アスファルト機械固定工法 <ユナイトMF工法>のトップメーカー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　の改修防水で。

1 32 4
既存防水層を生かす被せ張り
工法は、撤去しないため防水工
事中の降雨による漏水の危険が
少なく、工期の短縮やコストの
削減が可能になります。
（軒先・ケラバは除く）

ユナイトのアスファルトシン
グル葺き勾配屋根改修防水は、
既存防水層と馴染みの良いアス
ファルト系防水材を被せ張りす
る工法です。

ユナイトシートは、アスファル
トに樹脂を添加し、低温でも柔
軟性を保ち、感温性の小さい製
品に改質した進化形防水材で
す。

施工は、ベースコート（アスファ
ルト系）で下地調整をした後に、
トーチ密着工法と機械固定式工
法を併用して改質アスファルト
シートを被せ張りします。改質
アスファルトシートの機械固定
は、ユナイトが 200 万㎡の実績
を誇る信頼の工法です。

実例に見る改修防水
築20年のアスファルトシング
ル葺き防水の屋根は、経年劣
化で漏水の危険性がありました
が、ユナイトの改質アスファル
ト改修防水でよみがえりました。

ユナイトの改修防水で、
漏水対策と資産価値の保全を！

＊1.ベースコートの塗布量は、下地の状態により、1.0kg〜2.0kg/㎡の範囲で変動します。
＊2. 軒先・ケラバはテープ VAで補強張りして下さい。

＊1.ベースコートの塗布量は、下地の状態により、1.0kg〜2.0kg/㎡の範囲で変動します。
＊2. 軒先・ケラバはテープ VTで補強張りして下さい。

仕様記号 1 2 3 4 5 6 7

SVU-40LAR 下地修復
（別途）

ベースコート
1.5kg/㎡（※1）

ボンドSF
1.0kg/㎡

アキレスボード
GF

UH-20A
MFアンカー
固定併用

UV-40LG 仕上塗料

仕様記号 1 2 3 4

SVM-40L 下地修復
（別途）

ベースコート
1.5kg/㎡（※1）

UV-40LG
MFアンカー
固定併用

仕上塗料

複層断熱仕様単層密着仕様

施工例　SVM-40L 施工例　SVU-40LARユナイトベースコート
（1.5kg/㎡）

軒先部　増張り
ユナイトテープVT（240W）

MFアンカー・MFプレート
（固定間隔　1000mm）

（縦張り可）
UV-40LG
（トーチ密着アンカー固定併用）

ユナイトボンドSF
（1.0kg/㎡）

ユナイトベースコート
（1.5kg/㎡）

UV-40LG
（トーチ密着アンカー固定併用）

PU断熱材

MFアンカー・MFプレート
（固定間隔　1000mm）

軒先部　増張り
ユナイトテープVA（240W）

（縦張り可）

注）断熱材をアンカーで
固定する場合もあり
ます。

水切り金物 水切り金物

テープ

テープ

ベースコート

ベースコート

UH-20A（粘着層付）


