


抗菌と消臭は…… アドパンスクレイ

粘土鉱物のモンモリrナイトを粒子状に砕いた天然素材「アドバンスクレイ」の働きによって、

化学物質の力に頼らない抗菌・消臭が実現しました。

アドノヽンスクレイには下記のような特性があることが

実証されています。

モンモリロナイトという粘土質の鉱物がありま抗 特性は何と言ってもその超多了し質にありま抗 わずか 1グラム

のなかにテエスコート3面分という膨大な表面積を持っているとも言われ、そこから派生する驚異的な吸収力、

吸着力、抗菌力などが高く評価され、熱帯魚の生物濾過用の濾材として、また最近ではスキンケアやコスメティ

クスの分野などでも広く汎用されていま抗

このモンモリロナイトを細かくナノサイズの粒子状に砕いたものが「アドバンスクレイ」。シラスクラレーンコートは、

このアドバンスクレイの働きによって優れた抗菌性・消臭効果を生み出す塗料へと進化を遂↓夫 人体に安全な

天然素材によって「抗菌 口消臭」という現代的エーズに応えました。

優れた抗菌性

優れた保湿性

優れた脱臭・解毒性

遠赤外線を放射

シラスパルーンコートは……

抗菌力のあるアドバンスクレイが
菌を吸着し、不活性化させます

高耐熱性

高気密性

化学腐蝕に対する

優れた抵抗力

極めて低い

熱膨張率

従来の抗菌塗料は………

化学成分をきヽだ抗菌剤が入つている  残つた抗菌剤の成分が人体に
ので、成分によって菌は死減しても…   アレルギーを引き起こす

―――                  原因にもなります

残る成分も自然素材
だから安心です
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膨大な表面積を持つアドバンスクレイ粒子が

優れた抗菌と消臭効果を発揮

一般塗料に抗菌剤を加えることで抗菌塗料が作られていま

曳 抗菌剤の化学物質によって菌を殺しますが、化学成分

はそのまま残り、けっして安全とは言えません。

シラスバルーンコートに合まれているアドバンスクレイは、

菌を包み込み、不活1生化させることで菌の禁殖を抑制する

優れた抗菌の働きをすることが証明されていま坑 もちろん

天然素材のため人体にもとても安全。また、膨大な表面積

を持つ多了L構造による消臭効果も期待されていま丸

□機能測定 産業技術総合研究所による測定結果

社団法人 京都微生物研究所によるシラスバルーンコートの抗菌力に関する試験検査結果

(2012年 7月 27日 )<10検 出せず  ※シラスバルーンを塗布 した部分では72時 間を

経過しても菌は検出されません。

粘土質の鉱物モンモリロナイトとそれを粒子状にした「ア膨 ンヾスクレイ」

黄色ブドウ球菌

繊瀞 チルス菌

21 Microbisi Test(51)

Antimicrobial

Effectiveness Testing
124HRS後 菌量<10

結果

放功↓手92%

99999%

テスト項 目  | テスト方法 条41

遠赤外撤 日本 JSC-3 波長 2 22mi働 9温度25℃ |

大腸菌  ~| U S Pharlalacopela26 NF
原接菌量 43Ⅲ 105

■試験結果
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断熟と調湿は…… ンラスパルーン

シラス台地より採掘された天然素材、シラス。これを1000°Cで再加熱すると発泡し、

微粒の中空体となります。それが「シラスバルーン」です。

無害な自然索材「シラスバルーンJ

「シラスバルーン」はガラス質でできているため、高熟で処理すると含有水分がガス化して発泡し、内部が海綿の

ように細かく分かれたバルーン状の粒となりま抗 この特殊な中空構造が、四季の住まいにおける烈ヽや湿気の問

題を解決し、優れた断熱性、調湿性をもたらしてくれま抗 またもともとが自然にある火山灰ですから有毒性を含

ま拭 万一の火災発生時にも延焼をくい止める働きをしてくれま抗

断熱効果 調湿性儒露防止)

熱を入れない。出さない。だから

夏涼しく、冬暖かい暮らしを実現

シラスバルーンの中空構造は、大きな熱を小さな熟に変えま

す。熱はバルーン粒子の外1貝」をゆつくり迂回しながら伝わる

ために時間がかかり、極めて低い熱伝導性で優れた断熱効

果を発揮しま丸 冷暖房で調節した室内の温度を外に逃さ

ないため、夏は涼しく、冬は暖かいので丸

湿度の高い時は湿気を吸収

低い時はゆつくりと放出します

中空状態のシラスバルーンは、湿気を吸収しながら粒子の

中には取り込ま拭 粒子のまわりに湿気をしっかりと保持す

る特質を持っていま坑 そのため塗装面はさらさら。外気が

乾燥してくると中に保持されていた湿気をゆっくりと放出しま

抗 結露を防ぎ、カビも発生しにくくなりま曳

昼内の湿度が
高くなると……

室内の湿度が
低くなると… …

シラスバルーンの
塗膜断面

一般的な塗装材の
塗膜断面

大きな熱
そのまま
放出

大きな熱

小さな熱

塗膜断面
シラスバルーンが余分な
湿気を吸収しま曳

塗膜断面
シラスバルーンから室内
に湿気を放出しま曳燃

燃える材料を使つていないので                                1
火炎を一定時間ブロツクします

シラスバルーンコートの主成分は火山灰、鉱石等、自然素

材で構成されておリバインダー以外可燃物質は含まれており

ません。そのため、塗布面に直接火が当たっても一定時間

は下の材質に燃え広がら或 延焼を防く
ヾ
特質がありま丸

(国土交通省不燃認定番号NM-3301取得)                                 ~



壁面だけでなく、紙・布・革・金属などさまざまな素材に直接塗ることができ、

驚異の柔 性をもっているシラスバルーンコート。

抗菌・消臭天然素材の応用の可 ヒ性が、いま広がっています。

シラスバルーンコートは一般の塗装材と同様に、外回りの屋根・外

壁、また室内の仕上げ材として内装・浴室、住設部品 etc… どん

なところにもそのまま使用することができ、優れた性能を発揮します。

戸建住宅、ビル・マンション・アパート、工場などさまざまなシー

ンでご自由にお使いいただけま抗

抗菌や消臭・断熱・調湿が求められるこれからの時代のさまざま

な事業分野で新しい商品開発のかなめとなる可能性を秘めた塗州

です。 (塗装環境、下地材によ影 響を受ける場合もありま坑 )

の実顔とさわやかな空気、 とのは「壁」でした。

あのエオイ
ウツのよう
消えていそ
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”

ホルムアルデヒド拡散等級         フォースター同等製品

無害な無機質の自然素材シラスから精製された「シラスバルーンJを
主原料としていますので、シックハウス症候群やアレルギー症を引き

起こす原因になりにくく、環境や健康に優しいエコ回ジカル塗料です。

キ寺許言正

特許No.第4846050号取得(平成23年 10月 21日登録)

不燃塗料認定証
国土交通省認定証・国住指第2220号

不燃認定番号NM-3301(平成23年 11月 24日 )

■開発製造元

株式会社アイ・ディー・ピー
璽話0120-711-746
UttL httF://nan口 E『ヨy tt E口m

・.ありまぜん .・

、病院や介護施設で注目されています。

然素材塗料シラスバルーンコートの超多子L質構造に臭いの粒子を

着させることでお部屋や建物の気になるエオイをグングンと除去。

せて、抗菌・調湿・断熱口不燃効果も確認されており、現在、病院、

老 人ホームなど医療・介護の現場で、優れた居室空間を創り出す

塗料として注目を集めています。

■販売・お問い合わせ先



日TP軌ルュ

大地から生まれた塗料。化学成分を含まない天然素材

だから人体にも環境にも優しく、安心・安全です

抗菌性能も
プラスされ、

ダブルの効果 !

硫 院や介護 設で綾目替れてい譲ず醤

わずかlgの中にテニスコート3面分もの膨大な表面積を持つて

いるといわれる粘土質の鉱物をナノサイズの粒子状に砕いた

ものをメイン材料に作りあげたのが、天然素材塗料シラス

パルーンコートです。その超多孔質構造に臭いの粒子を吸着

させることでお部屋や建物の気になるニオイをグングンと

除去。併せて、抗菌・調湿・断熱・不燃効果も確認されており、

現在、病院、老人ホームなど医療口介護の現場で、優れた居室

空間を創り出す新塗料として注目を集めています。

シラスバルーンコートのもう一つの原料、火山灰=
シラスには調湿・断熱・不燃効果もあり、総合カアップ !

他の香
消す必要も :
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・

ウツのように

.消えている!.

人や環境に優しい自然素材、壁にもカーテンにも塗れる不思議な塗料です
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社会福祉法人村山苑

特別養護老人ホーム

「ハトホーム」
(東京都東村山市富士見町)

《作業内容》
2016年 2月 に病室1部屋、

廊下1箇所を塗布

病室内の仕切りカーテンヘも

直接塗布

守 Crr
▲カーテンにも塗布しています。

施工後の施設利用者様の声

今回重度要介護様用の部屋を塗布した

結果、以前感じてた異臭は全くなくなり、

本人も喜んでいます。家族の我々も安心

しています。

施工後の施設職員様の声

1塗布後すぐにニオイが消えてびつくりしましたが、数日経つとそれに慣れ

てきたのか、ニオイがないのが当り前と感じるようになりました。

塗布後はいつ現場に入つてもニオイがまつたく気にならなくなり、環境が

改善されたことがよく分かります。   ｀

1以前なら廊下のこもつた場所には強烈なニオイが充満していたが、今は

まったく臭わなくなりました。

二抗菌作用も同時に働いていると聞き、安心して仕事に就いています。 ▲一般利用者棟の廊下壁面にも塗布しました。

特別養護老人ホームB
(東京都渋谷区)

《作業内容》
2015年 11月 に1階のトイレに塗布

評価後、2016年 3月 4箇所へ塗布

守 Crr

施工後の施設職員様の声        ▲トイレ内の壁面へ塗布しています。

1以
前はトイレ独特の異臭が漂いましたが、塗布後はニオイは全く消/t、 不快感はなくな

りました。
Ⅲ良好な結果が出たので、他の4箇所のトイレヘも施工しました。今年度の予算で残りの

場所にも施工する予定です。

無害な無機質の自然素材シラスから精製

された「シラスバルーンJを主原料としてい

ますので、シックハウス症候群やアレル

ギー症を引き起こす原因になりにくく、環

境や健康に優しいエヨロジカル塗料です。

■開発製造元

特許証

特許No第 4846050号 取得(平成23年 10月 21日登録)

不燃塗料認定証

国土交通省認定証 曰住指第2220号
不燃認定番号NM-3301(平 成20年■月24日 )

同じような悩みを抱えておられる経営者様、是非一度ご相談ください

■販売 1お 問い合わせ先

株式会社アイ・ディー・ピー
麗窮0120-711-746
鞄篭篭簿暑フ″
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