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防水工業会

パラディエン40
Paradiene

カラー砂付き改質アスファルト防水シート

代表性状
試験項目 結果 JIS 規格値

引張強さ
N/cm

長手 152
80 以上

幅 130

伸び率
%

長手 53
15 以上

幅 59

抗張積
N・％ /cm

長手 8056
2500 以上

幅 7670

引裂強さ
N

長手 58
20 以上

幅 60

接合強さ　N/cm 102 50 以上

試験方法は、JIS A 6013 による

防水材料一覧
種　　　類 製品名称 規格・荷姿 用　　途

防水シート パラディエン 40 4.0mm × 1m × 8m 改質アスファルト系防水シート

セラミックグラニュール カラー共砂（グラニットグレー） 5kg/ 袋 補修用砂

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

補強用テープ
ユナイトテープＶ 2.5mm × 250mm × 8 ｍ 増張り用

ユナイトテープ VA 1.5mm × 250mm × 10 m 増張り用粘着層付き

溶融型コンパウンド ユナイトメルトべース
1.5mm × 150mm × 20 ｍ

溶融型成形シート
3.0mm × 250mm × 10 ｍ

下地調整材
ユナイトベースコート 23kg/ 缶 アスファルト系下地調整材

ユナイト AS レベラー 主剤 17kg/ 缶、硬化剤 25kg/ 袋 ゴムアスファルト系下地調整材

端末部処理材
ユナイトコーチング 16kg/ 缶

防水端末処理材
カートリッジ 330ml × 30 本（1 ケース）

固定釘

開脚型 MF アンカー 530、550、660 5.0 φ× 30L、50L、6.0 φ× 60L
手打ち固定釘

たたき込み型 MF アンカー 675、6100 6.0 φ× 75L、100L

自動固定用 MF アンカー AK830、835、840 3.5 φ× 30L、35L、40L
エアー式釘打ち機専用
※他サイズもあります

固定用プレート

MF プレート A 45 φ× 5.5 φ× 1.2mm

固定釘用プレートMF プレート B 45 φ× 7.0 φ× 1.2mm

MF プレート 30 30 φ× 3.5 φ× 1.2mm

開孔用ドリル MF ドリルキング 5.3 φ 穿孔用ドリルビット

ユナイト L ドレン 40 ～ 100mm φ     5mm 間隔 140L（400 角ツバ付き）鉛製

ユナイト LS ドレン 40 ～ 100mm φ　10mm 間隔 ジャバラ付き

ドレンキャップ 鋳鉄製

脱気用器材 ユナイトベント SS 190 φ× 191h 平場部用（ステンレス製）

パラディエン 40

改修工事用
ドレン

縦型

横型

縦横



パラディエン40

テープV

ユナイトプライマーS

パラディエン40
立上部：密着工法

ユナイトプライマーS

テープV
MF アンカー
MF プレート

パラディエン40
平場部：機械固定工法

ユナイトプライマーS
立上部：既存防水層撤去

テープV

ユナイトベースコート 平場部→既存防水層下地処理
※部分補修、清掃等

パラディエン40
立上部：密着工法

パラディエン40
平場部：機械固定工法

MF アンカー
MF プレート

パラディエン40
（トーチ密着アンカー固定併用）

MFアンカー・MFプレート
固定間隔　1000mm

ユナイトベースコート

軒先部　増張り
ユナイトテープVA（250W）

21 世紀の防水はカラーの時代
はじめに

環境にやさしいカラー砂付き改質アスファルト防水シート
パラディエン 40 は優れた物性を発揮するポリエステル不織布で補強された SBS 系改質アス

ファルトシートで、世界で最も実績のあるイコパル社の経験と技術を結集して開発された露出

防水仕様で使用するトーチおよび機械固定工法用のカラー砂付きシートです。

シートの表層には４色混合の砂を配していますので、美観性に富んだ防水層を演出することが

できます。

工法 仕様記号 部　位 1 2

密  着 NP-40
平　場 プライマーＳ

0.2kg/㎡
パラディエン 40

立上り

絶  縁 PMF-N40
（機械固定）

平　場
パラディエン 40
MF アンカー固定

立上り
プライマーＳ

0.2kg/㎡ パラディエン 40

工法 仕様記号 部　位 1 2 3

密  着 CP-40
平　場 下地調整

（別途）
プライマーＳ

0.2kg/㎡
パラディエン 40

立上り

絶  縁 PMF-C40
（機械固定）

平　場
下地調整
（別途）

パラディエン 40
MF アンカー固定

立上り
プライマーＳ

0.2kg/㎡ パラディエン 40

工法 仕様記号 部　位 1 2 3

密  着 MP-40
平　場 下地修復（別途） ベースコート

パラディエン 40
立上り 防水層撤去 プライマーＳ  0.2kg/㎡

絶  縁 PMF-M40
（機械固定）

平　場 下地修復（別途）
パラディエン 40
MF アンカー固定

立上り 防水層撤去 プライマーＳ  0.2kg/㎡ パラディエン 40

工法 仕様記号 1 2 3

密  着 SPM-40 下地修復（別途）
ベースコート

1.5kg/㎡
パラディエン 40

MF アンカー固定併用

露出防水仕様
（１）新築仕様

（注）実際の色目と若干異なる場合があります。

ＮＰ－４０ 施工例 PMF－C４０ 施工例

SPM－４０ 施工例

（2）改修仕様
既存押えコンクリート下地

既存砂付ルーフィング下地

既存シングル屋根下地

＊ 入隅部はテープＶで補強張りして下さい。

＊ 入隅部はテープＶで補強張りして下さい。

＊ 入隅部はテープＶで補強張りして下さい。

４色混合セラミックグラニュール見本
（グラニットグレー）

（スカーフィルム）
ラップ部の表面フィルム
に細かい切れ目が入って
います。溶融状態が容易
に確認でき、均一で確実
な水密性が得られます。

PMF－M４０ 施工例

＊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。＊軒先・ケラバはテープＶA で補強張りして下さい。

＊その他既存下地の場合は、ご相談ください。

特　　長
 環境重視、省力化型のシートです

シート裏面をバーナーで溶融しながら張り付けていくトーチ工法

や機械固定工法の単層仕様で使用できる省力化型の環境に優し

いシートです。既存シングル屋根の改修などにも適しています。

 塗装の必要もなく、屋根をカラフルに彩ります

シート表面のセラミックグラニュール（４色混合砂）が、ジャンヌ

ダルクの鎧のように紫外線から防水層をしっかりガードするた

め、経年劣化が少なく長期にわたり美しさを保つことができま

す。（仕上げ塗装の必要がないため、現場から発生する空き缶

などの廃棄物を削減できます）

 長期にわたって砂の固着力を維持します

セラミックグラニュールは、予め加熱してから熱い改質アスファ

ルト上に散布するため、長い間強固な接着力を得ることができ

ます。砂の散布は２回にわたって行われるため、表面全体にむ

らなく均一に配分されます。

10 年間経過した砂の固着性　
カナダ一般規格委員会法（CGSB 試験）準拠

フロリダ
（高温多湿）

オハイオ
（寒暖差大）

砂隠蔽率 90％ 98％

21 世紀の防水はカラーの時代 パラディエン 40


