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１．オートンイクシード 梱包仕様

-カートリッジタイプ-

320mL × 10本 / 箱
付属品：OP-2019 （100ｍＬ）× 1缶、
ノズル × 10本、刷毛 × 1本

-ペール缶タイプ-

6Ｌペール缶 × 2 / 箱
付属品：OP-2019 （100ｍＬ） × 4缶、
刷毛 × 2本

■ 指定以外の材料は使用しないで下さい！

■ 所定の【オートンイクシード 工事記録用紙】を用意し、必要事項を

記入して下さい！

注意！

オートンイクシード 梱包仕様



２．シーリング材撤去打ち替え時の施工方法

ステップ 01 施工前の確認

天候の確認
■晴天、または曇天であることを確認する。
■気温（０℃以上）、湿度（85％以下）が適した条件。
■風（ホコリが舞わない程度）に注意。

材料の確認
■色、数量は指定通りか。
■プライマーは準備されているか。

撤去のポイント
■カッターナイフ等を使用し、既存シーリング材を撤去して下さい。
■必要に応じてグラインダー・ドライバー等の工具を使用して、既存のシーリング材を完全に撤去して下さい。
■三面接着している場合には、マイナスドライバー等で削り取って下さい。

カッターでシーリング材
の左右両面を切る

ドライバー等でシーリ
ング材を引張り出す

小口に残ったシーリング
材を丁寧に除去する

外壁材小口面に既存シーリング材や既存プライマーが残っていると、接着強度が低
下し、シーリング材の剥離が発生する恐れがあります。外壁材小口を薄く削って、丁寧
に撤去するようにして下さい。

工事記録用紙の記入
■所定の工事記録用紙を準備し、必要事項を記入する。

ステップ 02 既存シーリング材の撤去

注意



清掃のポイント
■切粉・ゴミなどを刷毛やブラシ等で除去して下さい。

装填のポイント

■目地幅・目地深さが適正に確保できているか確認する。

■保証対象適正目地形状：幅10mm以上20㎜以下に対し深さ8ｍｍ以上20mm以下（※１、２）

になるようにバックアップ材で調節する。

（※１）但し、目地深さは目地幅を越えないこと。

（※２）但し、サイディングの場合 柄の凹凸を考慮し、部分的であれば深さ5㎜までを許容とする。

■バックアップ材により、目地形状の調整と同時に二面接着を確保します。

■古いボンドブレーカー等は、剥がして新たに貼り直して下さい。

■シーリング材が柔軟に伸縮できるよう、ワーキングジョイントの目地は二面接着にして下さ
い。三面接着となった場合切れや剥離の原因となります。

■外壁材の収縮等により、新築時に比べ目地幅が拡大している場合があります。その様な
場合は下図を参照し、二面接着を確保して下さい。

目地幅が拡大している場合は、隙間をバックアップ
材等で埋め、二面接着を確保する必要があります。

そのままシーリング材を

充填してしまうと・・・

三面接着となり、切れの原因になります！ バックアップ材

ステップ 03 目地の清掃

ステップ 04 バックアップ材の装填

被着面にゴミ、油分、水分が残っていると、

シーリング材剥離の原因となります。
注意

アルコール系溶剤を使用するとシーリング材未硬化の原因となります。

注意 二面接着の確保

禁止



貼り付け時のポイントと注意
■テープは、被着面に粘着剤が残らないものを使用します。

■目地際いっぱいにきれいに圧着させて下さい。

■柄の凹凸に合わせ、浮きが出ないように圧着させて下さい。

■被着体表面の乾燥を確認してから作業して下さい。

テープが目地際から離れすぎ
ると、シーリング材が薄層で残り
化粧目地の場合、白化の原因
となります。

★塗布量…目地の片側50ｃｍを1往復する毎に刷毛をプライマーに浸すのが目安です。

（※３）ＯＰ－２０１９の主な適用範囲…サイディング、ＲＣ、樹脂サッシ、アルミサッシ

ステップ 05 マスキングテープ貼り

注意

ステップ 06 専用プライマー塗布

注意
■ プライマーはムラの無いよう、均一に塗布して下さい。

■ 接着面以外にプライマーが付着しないように注意して下さい。

禁止 ■ ＰＰ、ＰＥには接着しないため、使用できません。

塗布作業のポイントと注意
■必ず プライマー ＯＰ-２０１９ を使用して下さい（※３） 。

■被着面に汚れ、油分が無いこと、被着面が十分乾燥している状態

を確認してからプライマーを塗布します。

■塗りむら・かすれ・塗り忘れが無いようにしっかりと塗布して下さい。

■塗布後は、15分以上（冬場は30分以上）乾燥させて下さい。

（乾燥時間＝オープンタイム）

■プライマー塗布後、当日中にシーリング材を打設できなかった場合

や、シーリング材打設前に被着面が雨などで濡れてしまった場合は

被着面の乾燥を確認した後、プライマーを再塗布して下さい。



マスキングテープ除去のポイント
■シーリング材の表面が硬化する前に、周辺を汚さないように丁寧にテープ
を除去します。

表面の硬化が進んでから除去すると、増粘したシーリング材が糸引き
するため、目地際などの仕上げが損なわれますので注意して下さい。

清掃のポイント
■外壁材等の表面についたシーリング材やプライマーは、硬化する前にウエスで拭き取って下さい。

押さえが十分でないと接着面に密着せず、接着不良の原因となります。

ステップ 08 ヘラ押さえ・仕上げ

注意

ステップ 09 マスキングテープの除去

ステップ 10 点検と清掃

充填のポイントと注意
■プライマー塗布後、オープンタイムの経過を確認して下さい。
■ノズル先端を目地底につけて、途切れないようにシーリング材を打ち続けます。
■気泡が入らないように適量を充填します。

ステップ 07 シーリング材の充填

注意

注意 拭き取りが不十分だと、変色や汚れ付着の原因となります。

ヘラ押さえのポイント
■シーリング材のヘラ押さえは二回が基本です。一回目、金ベラ等でシーリング材
を押し込み、二回目、仕上用のならしバッカー等で表面を平滑に押さえると綺麗に仕
上がります。
■目地底に向けて、十分に押さえることで隙間をなくし気泡を追い出します。
■シーリング材を接着面に均一に密着させ接着強度を確保します。

不具合事例



３．増し打ちによる施工方法（※４）

サッシ周りのシーリング材の完全撤去は極めて困難であり、無理に作業を行なうと周辺部材を
傷めてしまいます。剥離や劣化部位を部分撤去の上、増し打ちして下さい。

撤去困難な部位について
■既存シーリング材をきれいに撤去することが難しい次のような場合には、増し打ちで改修を行う（※4）。

（※４）…増し打ちは保証対象外となりますので、ご注意ください。

外壁材

サッシ

劣化部（チョーキング・クラック
等）をバフがけやブラシ等で除去
して下さい。

増し打ち

シーリング材表面の幅が10ｍｍ程度に
なるよう増し打ちして下さい。

異種シーリング材による増し打ちの場合は、後打ちするシーリング材の専用プライマーを
塗布してから施工して下さい。

【ケース０１ サッシ廻り】と同様に剥離や劣化部位を部分撤去の上、増し打ちして下さい。

外壁材

増し打ち

劣化部（チョーキング・クラッ
ク）等をバフがけやブラシ等で
除去して下さい。

シーリング材表面の幅が10ｍｍ
程度になるよう増し打ちして下
さい。

異種シーリング材による増し打ちの場合は、後打ちするシーリング材の専用プライマーを
塗布してから施工して下さい。

ケース 01 サッシ回り

注意

ケース 02 入隅部

注意



４．注意事項

■オートンイクシードは開封後、その日のうちに使い切ってください。
■オートンイクシードとシリコーン系・変成シリコーン系シーリング材は同じ日に使用しないでください。
■オートンイクシードとアルコール系の溶剤・洗浄剤との接触は避けてください。

ポリウレタン系シーリング材はアルコールと接触すると硬化不良を起こすことがあります。

■火気のある場所では使用しないでください。
■誤って目に入れた場合は、多量の清水で１５分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
■取り扱い後は、手洗いうがいを十分に行ってください。
■本来の用途以外には使用しないでください。
■製品の安全性に関する詳細内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）を参照ください。

指定可燃物ですので、火気には十分にご注意ください。

作業に関する注意事項

安全・取り扱い上の注意事項

注意

注意

■製品は直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
■正常に保管された場合の有効期限は製造日より1年間です。製造日より1年を目安に早めに使い切るように
してください。尚、開封後はその日のうちに使い切ってください。

直射日光に当てたり、極端に暑い場所へ保管しないで下さい。

シーリング材の保管に関する注意事項

注意

色：（色名記載）

LOT：16 0607 1171

2016年 06月07日 工場識別番号

製造日の確認方法



8 10 12 15

5 125.0 100.0

6 104.2 83.3 69.4

8 78.1 62.5 52.1 41.7

10 50.0 41.7 33.3

12 34.7 27.8

目地幅（ｍｍ）

目地深さ（ｍｍ）

※ロス率を２０％で計算

６．シーリング材への塗装の注意点

■オートンイクシードは1成分形ポリウレタンシーリング材です。空気中の水分と反応し表面から硬化します。

■季節や大気の状態によって表面硬化時間が大幅に変動します。

■特に冬場は硬化に時間がかかりますので、注意が必要になります。

⇒できるだけシーリング材の硬化時間をとっていただけますようお願いいたします。

■シーリング材上の塗料は、施工直後または経時的に割れる可能性があります。

■冬場は気候により表面硬化時間が大幅に変動することが考えられます。

できるだけ乾燥時間を長くとって頂きますようお願いいたします。

■組合わせ[シーリング材＋塗料]によっては、外観不良が生じたり、付着力が確保できない

場合があります。シーリング材と各種塗料の相性につきましては、別途お問合せください。

ペール缶製品１缶当たりの積算施工メーター（ｍ）数

シーリング材上に塗装する際の注意事項

注意

５．積算参考資料

8 10 12 15

5 6.7 5.2

6 5.6 4.3 3.7

8 4.1 3.3 2.7 2.2

10 2.7 2.2 1.8

12 1.8 1.5

目地幅（ｍｍ）

目地深さ（ｍｍ）

※ロス率を２０％で計算

カートリッジ製品１本当たりの積算施工メーター（ｍ）数


