はるかべ工法 住宅編
－ニチハ モエンパネル（フラット板）用－
施工マニュアル

本マニュアルでは、LIXILのタイル、ラグナロックを施工する場合の施工ポイントを記載
しています。記載事項以外は、LIXIL専用タイル下地「SAIDIX14」へのはるかべ工法と同
様です。実施工にあたりましては、「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」最新
版に準拠していただきますようお願いします。
※モエンパネルの施工は、一般のモエンパネル施工ではなくタイル下地仕様になります。

＜２０１３年 １２月 １日＞
＜２０１５年 １月 ２０日＞

はじめに
ニチハ モエンパネルで施工された外壁へのはるかべ工法は、ニチハ社指定の塗り材とタイル・ラグナロックを併
用することで自由度の高い意匠を引き出せる施工方法です。
LIXIL が独自に開発したはるかべ工法が持つ、多彩なバリエーションから仕上材をお選びいただけます。

ＩＮＤＥＸ
１．システム構成
２．適用範囲

･･････････････････････････････････････････････････････ ２

････････････････････････････････････････････････････････････ ３

３．モエンパネル タイル下地仕様･･･････････････････････････････････
４．禁止事項

３

････････････････････････････････････････････････････････････ ４

５．タイル・ラグナロックの施工手順

･･････････････････････････････ ６

４－１．工程図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ ７
４－２．タイル・ラグナロック張り工事 ･････････････････････････････････････ ８

６．タイル・ラグナロックのポイント張り施工手順

････････････ １２

５－１．ポイント張り施工手順 出隅部 ･･･････････････････････････････････ １２
５－２．ポイント張り施工手順 一般部 ･･･････････････････････････････････ １５

■ 参考資料：寒冷地区分･････････････････････････････････････････････････････１７

- 1 -

１．システム構成
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２．適用範囲
本工法は、モエンパネルをタイル下地仕様に施工された下地に接着剤張り用外壁材の外装壁タイルおよびラグナロックを
張り付ける場合に適用します。
■適用場面
内容
工法

タイル下地

モエンパネル（フラット板） タイル下地仕様※１

タイル張り

はるかべ工法

地域

沖縄を除く地域

タイル下地※1

建物
下地組

モエンパネル EX
（モエン大壁工法専用板）

品番

※２

モエンパネル W
（モエン大壁工法専用板）

品番

EMX100
EMX100S
WLX100
WLX100S

形状
形状

1000×3030×14
1000×2730×14
910×3030×14
910×2730×14

構造

木造軸組工法、枠組壁工法でメーターモジュールまたは尺モジュール※2

高さ他

1 階建て、2 階建て（小屋裏 3 階建て含む）

間隔

455 ㎜※2、500 ㎜

胴縁

縦胴縁（スギ、エゾマツ、アカマツ、ベイツガの乾燥材）※3

仕上げ材

外装壁タイル[はるかべ工法用]

接着剤

ワンパックボーイ V1 ワンパックボーイ V1 ライト

※1 モエンパネル（フラット板）をタイル下地仕様で施工します。
下地パネルにつきましては、LIXIL の保証対象外とさせていただきます。
※2 寒冷地では適用できません。
●該当地域
北海道､東北六県､新潟県､富山県、石川県､福井県､栃木県(北西部)､群
馬県(北部)､山梨県､長野県､岐阜県(下呂周辺以北)､滋賀県(彦根市以
北)､京都府(園部町･京北町周辺以北)､兵庫県(和田山以北)､紀伊山地､
中国山地､四国山地､九州山地､その他山間部など、結露・凍害が起こ
りやすい地域
市町村などの詳細につきましては巻末の参考資料を参照ください。
※3 ベイツガ、アカマツの乾燥材の場合、胴縁厚さを 15mm にすること
ができます。

はるかべ工法の下地としての注意点
・タイル下地仕様で下地組みを行ってください。
タイル下地としてモエンパネルを使用するには、モエンパネルをタイル下地仕様にする必要があります。タ
イル張りを行う場合は必ずタイル下地仕様で下地を作成してください。タイル張り下地としての強度確保の
ために必要です。またタイル下地仕様とする際の胴縁および留め付け釘につきましては、本マニュアル施工
仕様に準じてください。
・寒冷地ではモエンパネル EX(EMX100、EMX100S)を使用してください。
モエンパネルとしては、モエンパネル W とモエンパネル EX の設定がありますが、寒冷地ではタイル張り下
地としてはモエンパネル W（WLX100、WLX100S）は使用できません。モエンパネル W を使用するとタイルの
接着不良の原因になります。
・寒冷地ではメーターモジュールの躯体のみの対応となります。
前記のようにタイル張りの場合寒冷地では、タイル下地仕様(縦胴縁－モエンパネル縦張り仕様)、モエン
EX(EMX100、EMX100S)とする必要がありますが、EMX100・EMX100S は 1000 幅のため、メーターモジュールの躯
体のみへの対応となります。寒冷地では尺モジュールなど、他のモジュールの躯体には対応できませんので、
ご注意ください。
・出隅部では同質出隅を使用してください。
タイル下地仕様ではモエンパネルを芯合わせで割り付ける必要があります。タイル下地仕様とする場合、同
質出隅を使用しないと出隅部で小幅物が発生します。
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３．モエンパネル 下地仕様
下地組み

タイル下地仕様胴縁配置

●透湿防水シートを張った後に、木胴縁
18 ㎜×45 ㎜以上を 300 ㎜以下の間隔に N65 以

横胴縁（18×90）以上

上の釘で留め付けてください。
30

●土台部・上下接合部等横臥材上は、横胴縁を

30
縦胴縁（出隅部）18×90以上

透湿防水シート

入れてください。

縦胴縁（入隅部）18×90以上
胴縁（開口部周り）18×90以上

●上下接合部、左右接合部、開口部等は、18 ㎜
×90 ㎜以上の胴縁を使用してください。
●間口 1m を超える開口部の上側の胴縁は
、910 ㎜につき 1 箇所、5～10 ㎜程度の隙間

縦胴縁（左右勘合部）18×90以上

を設けてください。

縦胴縁18×45以上

●横胴縁と縦胴縁(45 ㎜幅)は、30 ㎜程度の隙間
を設けて施工してください。
●胴縁はスギ、ベイマツ、ベイツガ、アカマツの
乾燥材を使用ください。
●胴縁厚さは 18mm ですが、ベイツガ、アカマツ
の場合は胴縁厚さを 15mm にすることができま
す。
（図中は 18mm で表記してあります）
※正角柱が一間離れる場合の左右接合部の間柱
は、幅 60 ㎜以上としてください。

60mm以上

910又は1000

910又は1000

910又は1000

タイル下地仕様パネル仕様
タイル下地仕様
●縦胴縁(横胴縁は不可)

30 30

モエン用釘
（２．７５φ×５０ｍｍ）

割り付け

下地組

150mm以下
150mm以下

300mm以下

モエンパネル割付・釘打ち間隔
●モエンパネルは芯合わせで割付けて
ください。
●留め付け釘は、2.75Φ×50 ㎜（ニチハ
社製 JKW840B 又は JKW840S)を使用し
てください。
●釘打ち間隔は、長さ方向に対して 150 ㎜
以下の間隔に留め付けてください。
●土台部・上下勘合部等は横胴縁を入れ
幅方向に対して 150 ㎜以下の間隔に
留め付けてください。
●釘の端部留め付け位置は、20～35 ㎜と
してください。

300mm以下

150mm以下

使用部材
モエンパネル留め付け釘

目地ジョイナー

JKW840B

FH1005R（ハットジョイナー）

JKW840S

FHK1105R（片ハットジョイナー）

モエン大壁工法専用シーリング

モエンシーラー

FC700AC

JF1403
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タイル下地仕様パネル仕様 詳細
軒天部の納め

左右接合部

モエンパネル（フラット板）
20～35

20～35

モエン用釘

縦胴縁
18×90以上

軒天材

ニチハシーリング
防水紙

モエンパネル（フラット板）
縦胴縁
18×45以上

軒桁までモエンパネルを施工する必要があるため、防水紙
張りと胴縁下地組みモエンパネル施工は軒天工事に先行
してください。

１・２階部上下接合部

妻壁上下接合部

モエン釘

縦胴縁
18以上×45

20～35 20～35

20～35

20～35

モエン釘

ハット
ジョイナー05
モエン大壁工法
専用シーリング

面取り加工
モエンシーラー塗布

透湿防水シート

● 必ず横臥材上で、接合してください。
● 上下の取り合いはハットジョイナー05 を用い、10 ㎜
程度の隙間を設けて施工してください。
● マスキングテープで養生後、小口に専用プライマー
を塗布し、ニチハシーリングを充填してください。

縦胴縁
18以上×45

透湿防水シート

● 幅方向は 2×2 ㎜の面取りを行い、モエンシーラーを
必ず塗布してください、
● 上下接合部は、突き付けで施工してください。
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出隅部

入隅部
モエンパネル（フラット板）

モエンパネル（フラット）用
同質出隅

20～35 20～35

モエン用釘
片ハットジョイナー05
縦胴縁18×90以上

モエン大壁工法
専用シーリング
10 20～35

面取り加工
モエンシーラー塗布
モエン釘

入隅50

モエンパネル（フラット板）

縦胴縁
18×90以上

透湿防水シート

補助桟（75×75mm程度以上）

● 出隅部では同質出隅を使用し、取り合い部は、突き
付け施工してください。
● 切断面は 2×2 ㎜の面取りを行い、モエンシーラーを
必ず塗布してください、

●補助桟はモエンパネルを留め付ける釘が補助桟にも
とまるよう、75×75 ㎜程度以上のサイズとしてくださ
い。また、補助桟は柱に確実に留め付けてください。

※その他の納まり詳細は、通常モエンパネル同様に納めてください。

留 意 点
モエンパネルは、パネル工事がニチハ指定工事店、塗り材工事がアイカ指定工事店による施工が必
要となります。

３．禁止事項
モエン大壁工法の下地にタイル張りする場合、特に次のような施工はトラブルの原因となりますので、行わないでください。

●不適切な施工（材料、工事）の下地への施工
下地の施工（材料、工事）が適切でない状態でタイル張り工事を行うと、下地材の不陸や反りの発生、接着不良など
が起こる可能性があります。特に、タイル張りで推奨の下地パネルが使用されているか、タイル下地仕様としている
か(縦胴縁縦張り、釘の種類・サイズ本数は適切か等)どうか確認してください。

●塗り仕上材上にタイル・ラグナロックを張り付けないでください。
塗り仕上材と接着剤との密着性は悪く、浮きや剥離等の原因となります。塗り仕上材の上にタイル・ラグナロックを
張り付けないでください。
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４．タイル・ラグナロックの施工手順
４－１ 工程図
事 前 の 打 ち 合 わ せ
① 躯体工事
② 透湿防水シートの取り付け
下 地 工 事

③ 木胴縁の取り付け
④ モエンパネル工事
⑤ シーリング工事
① 下地のチェック （ P.8 ）
② 板間シーリング工事 （ P.9 ）
③ ジョイントテープ貼り付け （ P.9 ）
④ 不陸調整 （ P.10 ）

タ イ ル ・ラ グ ナ ロ ッ ク 工 事

⑤ タイル・ラグナロック割り付け （ P. 10 ）
⑥ 墨出し （ P. 10 ）
⑦ 接着剤塗布 （ P. 10 ）
⑧ 張り付け （ P. 11 ）
⑨ 目地直し （ P. 11 ）
⑩ 目地詰め・酸洗い・水洗い （ P. 11）
⑪ 検査 （ P. 11 ）
⑫ 化粧シーリング （ P. 11 ）
⑬ 最終検査 （ P. 11）
⑭ 補修方法 （ P. 11）
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４－２ タイル・ラグナロック張り工事
●本章では、モエンパネル タイル下地仕様へタイル張りする場合の特記事項のみ記載しています。記載事項以外は、
必ず最新の｢はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル｣の SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

① 下地のチェック
●タイル・ラグナロックの施工に支障がないか下地の状態をチェ
ックしてください。

モエン大壁工法の場合のポイント
●モエンパネル タイル下地仕様が遵守されているか確認して
ください（指定部材が使用されているか、釘のサイズ、本数は
適切かなど）
。
※下地の施工（材料、工事）が適切でない場合、仕上がり品質が確保できない
おそれがあるほか、反りの発生、接着不良などの不具合が発生する可能性が
あります。

●仕上材上にタイル・ラグナロックを張り付けないでください｡接着
性が確保できず、浮きや剥離の原因となります。
●その他の事項については、最新の「はるかべ工法 住宅編 設
計・施工マニュアル」の SAIDIX14 下地の場合に準拠してくだ
さい。

② 板間シーリング工事
モエンパネル タイル下地仕様の場合のポイント
■材料

モエンパネル

高耐候性シーリング材(TTS-2H)

面取り部分に
シーリング

●タイル張りする箇所では、パネル縦ジョイントおよび、出隅
部ジョイントの面取り部分にシーリングを打設する必要が
ありあります。
●シーリングが面取り部分からはみ出さないよう、
あらかじめ
マスキングテープを貼り付けてください。
●シーリング材はモエンパネル表面と同レベルで打設（押え）し
てください。
※シーリング材がモエンパネル表面より盛り上がると、不陸となりタイル表面の
仕上がりに影響を及ぼします。また、あまり深くシーリング材を押えますと、

塗り仕上
げ部分

10～20mm

■工事

タイル・ラグナロック上端

タイル・ラグナ
ロック張り付
け部分

ジョイントテープ貼り付け時にシワになったり、空気を巻き込みやすくなりま
す。

●上下でタイル・ラグナロックと塗り仕上げを張り分ける場
合は、塗り仕上げ部分まで 10～20 ㎜程度余分にシーリング
を打設してください。

■板間シーリング充填位置

施工のポイント
●ジョイントの面取り部分は止水性が不十分です。必ずシーリングを打設し防水処理を実施してください。
●シーリング充填位置が、タイル・ラグナロック張り部分上端（ジョイントテープ上端）より低くなると、後の塗
り仕上材工事時にシーリング打ち継ぎ部で止水の欠損が発生し漏水する可能性があります。
●塗り仕上げ部分で、面取り部分をはみ出して表面にシーリングが大面積に付着すると、後の塗り仕上材で使用す
る板間処理材の硬化に不具合が生じる可能性があります。
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③ ジョイントテープ貼り付け
縦ジョイント部
出隅部

●サイディング継ぎ手部は、応力が集中する箇所です。その応力を緩
衝し、タイルの割れを防止するため、ジョイントテープを施工してく
ださい。
●タイル・ラグナロック張りを出隅部および一般部でポイント張りする
場合の｢ジョイントテープ貼り付け｣については、P12｢５章．タイル・
ラグナロックのポイント張りの施工手順｣も合わせてご覧ください。

■ジョイントテープ施工位置
同質出隅

モエンパネル タイル下地仕様の場合のポイント
＜出隅部＞
●出隅部では、同質出隅を使用してください。
●ジョイントテープは 300 ㎜幅としてください。
※テープ幅選定の方法は SAIDIX14 下地の場合と同様です
が、同質出隅横の縦ジョイントまでジョイントテープで
十分覆う必要があるため、テープ幅は最低 300 ㎜幅必要
です。
●ジョイントテープのずれ防止のため、必ずエアタッカーも
しくはビスでテープの留め付け補強を行ってください。

モエンパネル タイル下地仕様の場合のポイント
＜塗り仕上げとの張り分け部＞
●タイル・ラグナロックと塗り仕上材を併用する場合は、ジョ
イントテープの貼り付け位置は適用タイル・ラグナロック張
り付け位置までとしてください。
※テープ上に塗り材が塗布されると、塗り材との密着性が悪
く、浮きや剥離の原因となります。

シーリング
(TTS-2H）

ジョイントテープ

150mm以上
エアタッカー・ビス
による留め付け
(455ピッチ以下)

塗り仕上材
張り分け位置
ジョイントテープ
タイル
ラグナロック

はみ出し
塗り仕上材
張り分け位置
ジョイントテープ
タイル
ラグナロック
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モエンパネル タイル下地仕様の場合のポイント
＜ラグナロックの場合＞
●ラグナロックを張り付ける場合は、ジョイントテープのずれ
防止のため、必ずエアタッカーもしくはビスでテープの留め
付け補強を行ってください。
●留付け方法は SAIDIX14 下地の場合と同様です。

●その他の事項については、最新の「はるかべ工法 住宅編 設
計・施工マニュアル」の SAIDIX14 下地の場合に準拠してくだ
さい。

④ 不陸調整
●下地のチェックの際に不陸と思われる個所は、接着剤（ワン
パックボーイ V1,ワンパックボーイ V1 ライト）を用いて面精
度を整えてください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑤ タイル・ラグナロック割り付け
●タイル・ラグナロックを割り付けてください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑥ 墨出し
●タイル・ラグナロックの割付けに従って墨出しを行ってくださ
い。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑦ 接着剤塗布
●タイル・ラグナロックを張り付けるための接着剤を可使時間に
注意して塗布してください。

モエンパネル タイル下地仕様の場合のポイント
●塗り材と張り分ける場合、タイル・ラグナロック施工箇所から
はみ出して接着剤を塗り付けないでください。
※はみ出した接着剤が塗り仕上材の密着性に影響を与えます。
●その他の事項については最新の「はるかべ工法 住宅編 設
計・施工マニュアル」の SAIDIX14 下地の場合に準拠してくだ
さい。
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シーリング
ジョイントテープ300幅
増し張り
ジョイントテープ
エアタッカー・ビス
による留め付け
(455mmピッチ以下)

■縦ジョイント部の補強（ラグナロックの場合）

⑧ 張り付け
●タイル・ラグナロックを張り付けて下さい。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑨ 目地直し
●目地直しは、タイル・ラグナロック張り付け後直ちに行ってくだ
さい。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑩ 目地詰め・酸洗い・水洗い
●必要に応じて目地詰め・酸洗い・洗いを行ってください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑪ 検査
●仕上がりの検査をしてください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑫ 化粧シーリング
●必要に応じ化粧シーリングを行ってください。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑬ 最終検査
●施工図と照合し、外観検査を行い、引き渡します。
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。

⑭ 補修方法
●最新の「はるかべ工法 住宅編 設計・施工マニュアル」の
SAIDIX14 下地の場合に準拠してください。
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５．タイル・ラグナロックのポイント張りの施工手順
●本章ではタイル・ラグナロックを部分的にポイント張りする場合の施工方法を記載します。
●本章では施工のポイントのみを記載してあります。施工にあたっては、必ず４章および最新の｢はるかべ工法 住宅
編 設計・施工マニュアル｣の関連項目をあわせてご確認ください。

５－１ ポイント張り施工手順 出隅部
この節では、出隅部において部分的にタイル・ラグナロックを張る場合の施工手順を示しています。
※出隅部では、同質出隅を使用してください。
ラグナロック施工手順
A部

① 板間シーリング工事
14
0

●面取り箇所にシーリングを充填し、防水処理を行います。
※施工方法は P.8「②板間シーリング工事」を参照ください。

140

面取り部分に
シーリング

モエンパネル
同質出隅
墨出し

② 墨出し
●同質出隅角から 140 ㎜の位置に墨出しします。
シーリング
(TTS-2H)

③ ジョイントテープ貼り付け
■材料
ジョイントテープ 300 幅：FATAPE-300
■工事
●ジョイントテープ 300 幅を 280 ㎜幅にカットし、墨からはみ出さな
いよう貼り付けてください。
●シーリング処理した部分は、シーリング材のはみ出しがないかを確
認してからジョイントテープを貼ってください。

A部詳細

■板間シーリングおよび墨出し位置

モエンパネル

140

施工のポイント

140

ジョイントテープ300幅を
280mmにカット

ジョイントテープをカットしないとラグナロック出隅役物
取り付け後、ジョイントテープが見えてしまう場合がありま
すので、必ず280㎜幅にカットして貼り付けてください。

■ジョイントテープの納まり

④ エアタッカー・ビスによる留め付け補強
●４章の｢③ジョイントテープ貼り付け｣と同様にジョイントテープ
を補強します。

モエンパネル

14
0

0
14

エアタッカーまたは
ビスによる留め付け
（455mmピッチ以内）

■テープ留め付け補強位置
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⑤ 重量受け金具の取り付け
■材料
重量受け金具(品番：K-LAG1)

■工事
●最下段に重量受け金具(品番：K-LAG1)を同梱のビスで取り付け
ます。
●重量受け金具の取り付けピッチはラグナロックのサイズによ
り異なります。
高さ 100 ㎜以下
：10 段ごと
高さ 200 ㎜
：5 段ごと
●重量受け金具にコーナーストーンが載るように、位置に注意し
ながら取り付けてください。

モエンパネル

140

140

重量受け金具
高さ200mm：５段ごと
高さ100mm以下：10段ごと

施工のポイント
ビスを締めすぎると金具下端が跳ね上がる場合があります。ビ
スを締めすぎないよう注意しながら金具の留め付けを行って
ください。

■重量受け金具留め付け位置

⑥ コーナーストーンの取り付け
■材料
接着剤：ワンパックボーイ V1(EG-V1/G3・G4・G11)
は

■工事

える
う控
よ
い
無
しが
み出
接着剤塗布範囲

●ワンパックボーイ V1 をコーナーストーン裏面に専用くし目コ
テを用いて塗布後、下から順にスペーサー等で 1～2 ㎜程度の
目地を確保しながら取り付けていきます。
●高さ 100 ㎜のコーナーストーンの場合は 10 段ごとに、
高さ 200
㎜のコーナーストーンの場合は 5 段ごとに、重量受け金具を取
り付けながら、コーナーストーンを張り上げてください。
●コーナーストーンだけではジョイントテープが見えてしまう
ため、テープが隠れるよう平ストーンを最低１枚張ってくださ
い。
●EG-V1LT は使用できません。

コーナーストーン

■接着剤塗布範囲

ジョイントテープカット品

シーリング

平ストーン
140

コーナーストーン

0
14

スペーサー
重量受け金具

■コーナーストーンの取り付け
平ストーン増し張り
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タイル施工手順
タイルも同様に出隅部に部分張りすることが可能です。適用範囲・施工手順等ラグナロックを部分張りする際とほぼ
同様となり、通常のはるかべ工法とは異なります。特に下記の注意事項に留意しながら施工してください。

① ジョイントテープの貼り付け
●出隅部では、同質出隅を使用してください。
●ジョイントテープは 300 ㎜幅としてください。
※SAIDIX14 下地の場合と同様に、ジョイントテープの幅はタ
イル役物短辺の内寸法の 2 倍以上が必要です。ただし、同質
出隅横の縦ジョイントまで十分覆うようにテープ幅を選定
する必要があり、内寸法によらずテープ幅は最低 300 ㎜幅必
要です。
●タイルは役物タイルに隣接させて必ず平タイルを増し張りし
ます。そのため、ラグナロックのように 300 幅のジョイントテ
ープを切断する必要はありません。
●ジョイントテープのずれ防止のため、必ずエアタッカーもしくは
ビスでテープの留め付け補強を行ってください。

同質出隅
シーリング
(TTS-2H）

ジョイントテープ

150mm以上
エアタッカー・ビス
による留め付け
(455ピッチ以下)

■同質出隅を使用した場合

② タイルの張り付け
●ラグナロックの場合と異なり、タイルの出隅役物を張る際に重
量受け金具は必要ありません。
●タイル役物だけではジョイントテープが見えてしまうため、テ
ープが隠れるよう平タイルを張ってください。
●出隅部の張りじまいに切り物を入れ、ラインをそろえる方法も
あります。切断コバ面が目立つ場合は、コバ面用ウェットタイ
プ(F-WCT100)またはコバ面用塗料(F-HKB/**)を切断面に塗布
するか、メタルライン金属見切り（MDG-M1515/MTL-BL･W･SL）
をご使用ください。
●接着剤は一般部での施工と同様に下地に塗布してください。こ
の場合、養生テープ等を用い、接着剤のはみ出しに十分注意し
ながら施工してください。ただし、目地を詰める場合は、ラグ
ナロックのようタイル裏面だけに接着剤(ワンパックボーイ V1,
ワンパックボーイV1 ライト)を塗布していただいてかまいませ
ん。(タイル形状によっては困難な場合があります。) 裏面へ
の接着剤塗布は 5 ㎜のく目コテを使用してください。

金属見切り
同質出隅
シーリング
(TTS-2H)

平タイル

シーリング
（TTS-2H)

ジョイントテープ

平タイル
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同質長尺出隅
ジョイントテープ

５－２ ポイント張り施工手順 一般部
この節では、一般部において部分的にタイル・ラグナロックを張る場合の施工手順を示しています。
タイル・ラグナロック施工手順

① 板間シーリング工事
●面取り箇所にシーリングを充填し、防水処理を行います。
※施工方法は P.8「②板間シーリング工事」を参照ください。

② ジョイントテープの貼り付け
●縦ジョイント部に、タイル・ラグナロックの長さ以上の幅のジョイ
ントテープを施工します。ただし、ラグナロック(長さ 300 ㎜超)を
施工する際は、ジョイントテープ 300 幅を１枚のみ貼り付けてくだ
さい。

縦胴縁
モエンパネル

施工のポイント
長さ300㎜超の場合でもジョイントテープの増し貼りは行い
ません。この場合、ラグナロックの割り付けはジョイントテ
ープをまたがないように行います。

ジョイントテープ
タイル・ラグナロック張り付け範囲

■ジョイントテープ貼り付け位置

●ジョイントテープの貼り付け位置は適用タイル・ラグナロック
張り付け位置までとしてください。

塗り仕上材
張り分け位置
ジョイントテープ
タイル
ラグナロック

注 意
ジョイントテープがはみ出して、塗り仕上材の下地となると
テープと塗り仕上材との密着性が悪いため、浮きや剥離の原
因となります。必ず適用タイル・ラグナロック張り付け位置
までとしてください。

はみ出し
塗り仕上材
張り分け位置
ジョイントテープ
タイル
ラグナロック

■ジョイントテープ端部
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③ ジョイントテープ留め付け補強（ラグナロックのみ）
縦胴縁

●４章の｢③ジョイントテープ貼り付け｣と同様にジョイントテ
ープを補強します。

エアタッカ－・ビス
による留め付け
(455ピッチ以内)
モエンパネル

ジョイントテープ
ラグナロック張り付け範囲

■留め付け補強位置
縦胴縁

④ タイル・ラグナロック張り付け
●養生テープを用いて接着剤がタイル・ラグナロックからはみ出
さないように塗布してください。

モエンパネル

施工のポイント

タイル・ラグナロック

●接着剤がタイル張り範囲からはみ出さないよう、端部のタイ
ル・ラグナロックを張る際には、特に注意しながら張ってく
ださい。
※下地に塗布した接着剤が、タイル・ラグナロックをはみ出
すと後の塗り仕上材の密着性に影響を与えます。

■ラグナロック張り付け

ジョイント

ジョイント

ジョイントテープ

ジョイントテープ

ラグナロックとジョイントテープの位置関係
●ラグナロックを施工する際は、ジョイントテープをまたがない
ように割り付けに注意を払ってください。

注 意
ジョイントテープを完全にまたいでラグナロックを張ると
割れる恐れがあります。

ラグナロック

ラグナロック

ジョイント
ジョイントテープ
ラグナロック

■ラグナロックとジョイントテープの位置関係
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■参考資料：寒冷地区分
寒冷地の具体的な都道府県および市町村を以下に示します。
北海道

全域

青森県

全域

岩手県

全域

宮城県

全域

秋田県

全域

山形県

全域

福島県

全域

栃木県

埼玉県

日光市、那須塩原市、那須町
上野村、神流町、南牧村、下仁田町、安中市（旧松井田町）
、高崎市（旧倉渕村）
、嬬恋村、長野原町、草津町、
六合村、東吾妻町、中之条町、渋川市（旧伊香保町、小野上村）
、高山村、昭和村、桐生市（旧黒保根村）
、みど
り市（旧田勢郡東村）
、利根郡みなかみ町、沼田市、川場村、片品村
秩父郡小鹿野町、秩父市(旧大滝村)

東京都

奥多摩町、檜原村

神奈川県

山北町

新潟県

全域

富山県

全域

石川県

全域

福井県

全域

山梨県

全域

長野県

全域
火垣市（旧上石津町）
、関ヶ原町、垂井町、池田町、揖斐川町、本巣市（旧根尾村）
、山県市（旧伊自良村、美山
町）
、関市（旧洞戸村、板取村）
、郡上市（旧八幌町、大和町、白鳥町、明宝村、高鷲村）
、白川村、飛騨市、高山
市（旧高山市、丹生川村、清見村、荘川村、宮村、久々野村、朝日村、国府町、上宝村）
、下呂市、東白川村、中
津川市（旧加子母村、付知町、長野県木曽郡山口村）
静岡市（井川湖以北）
、榛原郡川根本町（旧本川根町）
、浜松市（旧水窪町）

群馬県

岐阜県

静岡県
三重県

和歌山県

いなべ市（旧藤原町）
大津市（旧志賀町）
、高島市、西浅井町、彦根市、多賀町、米原市、長浜市、虎姫町、湘北町、高月村、木之本町、
余呉町
京都市（旧京北町）
、南丹市（旧日吉市、美山市）
、船井郡京丹波町（旧和知町）
、福知山市（旧夜久野町、大江町）
、
綾部市、舞鶴市、宮津市、与謝野町、京丹後市、伊根町
穴栗市（旧千種町、波賀町、一宮町）
、朝来市、丹波市（旧青垣町）
、養父市、豊岡市、香美町、美方郡新温泉町
宇陀市（旧菟田野町）
、東吉野村、黒滝村、五條市(旧西吉野村、大塔村町)、川上村、天川村、上北山村、十津川
村、野迫川村
九度山町、高野町、伊都郡かつらぎ町（旧花園村）

鳥取県

全域

島根県

全域
西粟倉村、美作市（旧東粟倉村、勝田町、大原町）
、奈義町、津山市（旧勝北町、阿波村、加茂町）
、鏡野村、新
庄村、真庭市（旧中和村、湯原町、八束村、勝山町、川上町、美甘村）
、新見市（旧新見市、大佐町、神郷町およ
び中国自動車道以北）
庄原市（旧東城町、西城町、比和町、高野町、口和町）
、安芸高田市（旧高官町、美土里町）
、三次市（中国自動
車道以北）
、安芸太田町、廿日市市（旧吉和村）
、北広島町
岩国市（旧本郷村、錦町）
、周南市（旧鹿野町）
、阿東町

滋賀県
京都府
兵庫県
奈良県

岡山県

広島県
山口県
徳島県

熊本県

三好市（旧山城町、西祖谷山村、東祖谷山村）つるぎ町、美馬市（旧木屋平村）
、那賀町（旧木頭村、木沢村）
四国中央市（旧新宮村、伊予三島市（銅山川以南及び赤星山以南）
、新居浜市（大永山以南、旧別子山村地域）
、
西条市（極楽寺以南）
、久万高原町（旧面河村美川村、柳谷村）
、大洲市（旧河辺町）
香美市（旧物部村）
、大豊町、本山町、大川村、土佐町、いの町（旧本川村）
、吾川郡仁淀川町、津野町（旧東津
野村）
、檮原町
小国町、南小国町、産山町、阿蘇市、南阿蘇村、高森町、西原村、山都町、八代市(旧泉村)、水上村

大分県

日田市（旧上津江村）

宮崎県

高千穂村、五ヶ瀬村、椎葉村

愛媛県
高知県
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