
あなたのお家、
定期検診はお済みですか。

１成分形変成シリコーン系シーリング材 　　　　シリーズ

住宅外装リフォームガイド＆カタログ住宅外装リフォームガイド＆カタログ



不安は、忘れることでは
なくせない。
最初は１ミリのすき間から。

帰宅する際気づいた、ほんのわずかな外装のひび割れ。
気にはなったものの、すぐに忘れてしまう。
それはいつの間にか大きな亀裂になり、
やがて取り返しのつかない建物内部の損傷を引き起こすことに。
食い止めるタイミングはあったはずなのに——

これは大げさな話かもしれません。ですが、ありえない話ではないのです。
多くの場合 戸建住宅のトラブルは、起きるずっと以前に兆候があらわれています。
問題なのは、不安を感じながらもそのままにしてしまうこと。
その不安を受けとめ、少しでも早く解消することが
大切なお家を長くすこやかに保つ第一歩になります。

リフォームとは、ただ美しく快適にするだけでなく、
その快適を心から味わうための、大きな安心をつくる作業です。
だからこそ、内装だけでなく外装にもリフォームは欠かせません。
忘れかけた小さな不安を思い出すこと。それをしっかり取り除くこと。
リフォームはその絶好の機会です。

小さな不安は大きな安心が生まれる合図。
この冊子が、あなたとあなたのお家にとって
幸福なリフォームのきっかけとなることを願っています。

外装リフォームは、あなたのお家の不安を
たしかな安心へと変えるチャンスです。
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POINT①

雨や日射からお家を守る屋根は、天候
被害を直接受けるため劣化が早く、
優先度も高いです。

外観の美しさに加え、雨風にさらされ
る場所でもあるため、防水機能もリ
フォームで押さえるポイントです。

ベランダ

塗り替え、重ね張り、張り替えの３種
類があり、材質や劣化の進行に合わ
せての選択が重要になります。

通風・防犯・防音など重要な機能に
かかわるため、シャッターやサッシ
交換など、施工内容も多種多様です。

窓まわり

ドアからアプローチまで、毎日使う
だけに、防犯やデザインなどにしっ
かりとした配慮が必要です。

お家の雰囲気を大きく左右するため、
デザインの選択肢も豊富です。洗浄・
塗装・交換などで早めの対策を。

コンクリート塀

玄　　関外　　壁屋　　根

お家は、毎日伸び縮みしています。

各箇所の施工も重要ですが、忘れてはならないのが外壁
などのすき間を埋める「シーリング材」と呼ばれるゴムの
打ち替え。実は外壁は、気温や湿度の変化によって毎日
膨張と収縮を繰り返しており、シーリング材はその影響で
少しずつ劣化していきます。放っておくとひびやはがれ
が発生し、防水性や気密性が損なわれ、水漏れなどの
トラブルを引き起こすこともあります。

玄関まわり壁屋根まわり

リフォームの際は、シーリング材の
打ち替えも含めて検討することが重要です。

外装リフォームは、外観を美しく塗り替えるだけでなく、下地の洗浄、金具の交換、
ひび割れ補修など、それぞれに合った最適な施工によって、耐久性を維持していく
ことが大切です。

外装リフォームの種類
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あなたのお家のシーリング材、こんな状態になっていませんか。

POINT②

5 10～ 年

シーリング材を
劣化させる原因

想定される
トラブル

シーリング材は年月が経ち、劣化が進むと切れ、はがれが起こる可能性が高くなります。

シーリング材は、経年劣化や外壁の動きに合わせた伸縮など負担が大きい反面、日常
生活では見落としやすく、また範囲が狭いため危険度を低く判断されがちです。その
ため気がついた時には劣化が進み、想定外のトラブルを引き起こすこともあります。

シーリング材の寿命について。

使用量、使用部位、施工者、施工後の条件、地域性、シーリ
ング材の種類などにより違いはありますが、一般的には外壁
用シーリング材の寿命は５～10年程度です。

最近では、高耐候性のサイディングに対応した、耐用年
数の長い（メンテナンスサイクルを長くできる）シー
リング材も出ています。

膨張・収縮
（ムーブメント）

太陽光
（紫外線）

外的要因
（雨風、地震）

雨漏り 腐　食 虫の侵入

  P. 7

シーリング材劣化で起こるトラブル
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近年では、戸建住宅の外壁にはサイディングの採用率が高まっており、シーリング材には、耐候性・耐
熱性などにすぐれる変成シリコーン系が最も多く用いられています。幅広い条件にバランスよく適合して
いることから、同系を指定しているサイディングメーカーも数多くあります。

シーリング材の種類

戸建住宅用
１成分形シーリング材の
主な種類と一般的な特徴

種　　類

塗
装
適
合
性

表
面
耐
候
性

耐
　
熱
　
性

変成シリコーン系 ○○○

シリコーン系 × ◎ ◎

ポリサルファイド系
◎
〜
○

○ ○

ポリウレタン系
◎
〜
○

○
〜
△

△

サンライズ製品
（応力緩和タイプ）

他社シーリング材
（通常タイプ）

応力緩和タイプだと、シーリング材が動きに合わせて柔軟に伸縮する
ため、幅が拡大してもはがれが起きにくくなります。

サイディング間の間隔が開いた際 時間経過時

POINT③

建築用
シーリング材

１成分形

2成分形 混合反応硬化

湿気硬化

乾燥硬化
エマルジョンタイプ アクリル系

ブチルゴム系

油性コーキング材

シリコーン系マスチック

シリコーン系

変成シリコーン系

シリコーン系

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

アクリルウレタン系

ポリウレタン系

ポリイソブチレン系

溶剤タイプ

非硬化

応力緩和タイプは、はがれに強い。

応力緩和とは、引っ張る力を逃がすことで、戻ろうとする反発力（応力）が早く低下する現象のことです。応力緩和タイプは、 
シーリング材が伸びてもはがれにくくなっており、シーリング材としてすぐれた特性を持つことをあらわしています。

サンライズの製品はすべて応力緩和タイプです。

建築用シーリング材は種類が豊富にあり、用途も多種多様です。お家の耐久性・快適性
を守る上でも、戸建住宅に合ったシーリング材を選ぶことが大切です。今の暮らしだけ
でなく、将来の安心を支える投資と考え、定期的に交換することをおすすめします。

シーリング材の種類・特徴
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●期待耐用年数30年
●�高い耐候性
　（経年劣化の発生が遅い）
●200色以上の
　カラーバリエーション

●国内トップシェア※の実績
●期待耐用年数10年
●�350色以上の
　カラーバリエーション

●�塗装適正が抜群
●�さまざまな性能を保有し、
　塗装仕上げへの高い適正

※当社調べより

  P. 7

  P. 8

  P. 9

メンテナンスサイクルを
長くしたい

スタンダードに
しっかり

メンテナンスしたい

サイディングの上に
塗装したい

POINT④

サンライズは「１成分形変成シリコーン系」に特化した製品開発を行い、1984 年
に市場投入を開始。30年以上のロングセラー製品として使用され、住宅品質の安
定化に努めています。

１成分形と２成分形の違い。

１成分形は工場で着色・脱泡された製品のため、
２成分形と比べて、現場での混ぜる作業が不要
となり、気泡混入や不安定な色精度などのリス
クが低いタイプとなります。

１成分形は高く安定した品質を
長期にわたり保ちます。

製品ラインナップ
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ファーストクラスのクオリティ！
住まいのロングライフパートナー！

LM（低モジュラス）型

高耐候品

高品質・高耐候サイディングへの使用に
求められる性能を高い水準で満たした、
ハイクオリティなシーリング材

1 すぐれた耐候性

従来の変成シリコーン系シーリング材よりも表面耐候性
が格段にすぐれ、屋外で使用された際の変形・変色・劣
化等の変質が起こりにくく、長期使用に適しています。

特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力が
あり、接着性能を長期的に維持します。また応力緩和タ
イプのため、シーリング材が動きに合わせて伸縮し、は
がれが起きにくい特性を持ちます。

高耐候シーリング材のため、メンテナンスサイクルを長く
保て、経済性にすぐれています。特に、高耐候のサイディ
ングへの切り替えの際に併用することで、メンテナンスの
頻度を減らし、トータルコストの削減につながります。

0.0
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0.2
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0.6
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1.0

変成シリコーン一般品100

0

200

300

400

500

600

最
大
引
張
応
力（M

Pa

）

伸
び（
％
）

変成シリコーン一般品

サンシャインWOM試験時間（時間） サンシャインWOM試験時間（時間）

変成シリコーン一般品

初　期
（25倍拡大）

6000時間経過 2000時間経過

※�サンシャインウェザオメーター（以下サンシャインWOMと略）による厚膜耐候
性試験。200～ 300時間が実暴露の１年に相当します。

※環境や使用条件によってメンテナン
ス時期は異なりますので、目安として
活用してください。�
※品質保証ではなく、補修・交換（有償）
時期の目安として活用してください。�
※定期点検により、経年による補修が
必要な部分が見られた場合は、部分
補修してください。

耐候試験後
（25倍拡大）

0.0
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変成シリコーン一般品100
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）

伸
び（
％
）

変成シリコーン一般品

サンシャインWOM試験時間（時間） サンシャインWOM試験時間（時間）

変成シリコーン 一般品

高耐候サイディング

（高耐候タイプ）

施工 5年 10年 15年 20年 25年 30年

2 すぐれた接着性

3 メンテナンスサイクルの緩和

の３つのポイント
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長年の確かな実績！
シーリング材のスタンダード！

LM（低モジュラス）型

スタンダード品

30 年以上使用され続けてきた
最もスタンダードなシーリング材

シーリング材施工後の
材料やせもほとんど起
きません。

シーリング材施工後の
材料やせが発生してい
ます。

色調確認のための色見本帳も
ご用意しています。
＊詳細は裏表紙をご覧下さい
＊色見本帳は別売になります

他社ウレタン変成シリコーン系シーリング材は戸建住宅サイディング
用で最も多く使用されているシーリング材です。その中
でもSR シール S70 は高品質であり、国内トップシェア
の実績がその証です。　

SRシール S70は、硬化が早くべたつきも少ないので、
汚れが付きにくい材料です。また、施工後の材料やせも
ほとんどありません。

各種サイディングの色調に対応しており、350 色以上の
カラーからサイディングの色調に合わせることができま
す（サイディングの種類によっては、近い色での施工に
なります）。

1

2

国内トップシェア※の実績

すぐれた意匠性

3 350 色以上の豊富なカラー

※当社調べより

 の３つのポイント
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塗料と共に暮らしを守る！
塗装のベストパートナー！

LM（低モジュラス）型

塗装仕上げ対応品

美観を損なわず高い接着性を両立する
サイディングの塗り替えに最適な性能

ブリード現象

ブリード現象の流れ

塗装仕上げ用シーリング材に求められる能力、それ
は塗装適性・接着耐久性・応力緩和性です。その全
てをSR シール NB50 は兼ね備えています。これら
の性能を高いレベルで保有するNB50を選定するこ
とで、四季折々の厳しい環境に対応します。

シーリング材によっては、上に塗装をした場合に
シーリング材料の一部の成分が分離してにじみ出
し、塗膜を変質させ、塗装面にべたつきが起きてし
まうことがあります。このべたつきにホコリやゴ
ミが付着し、シーリング材表面に汚れが発生します

（この現象のことをブリード現象といいます）。
SR シール NB50 はこの現象が発生しにくいシーリ
ング材です。

ホコリ・ゴミが付着

シーリング材の可塑剤などが塗膜ににじみ出す塗装面

シーリング材

サイディング

表面を塗装

1

2

塗装仕上げにベストマッチ

塗装汚染が発生しにくい

の２つのポイント
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 2シーズン制（一般用・冬用）の採用により、季節に応じた施工
性と硬化性を確保しております。特に冬場に材料が固くなり、吐
出に違和感を感じることや、表面硬化に必要以上の時間を要す
る不具合がありません。シーリング材施工後の材料やせもほと
んどないため、安心してお使いになれます。

すべての製品で
２シーズン制（一般用・冬用）を
採用しています

H100 S70 NB50

製品詳細

JIS A 5758　建築用シーリング材
F-12.5E-8020（MS-1）　CE0609001

JSIA F☆☆☆☆
（※１） 認定品 認定品 認定品

耐候性 ◎ ○ ○

塗装性
（※２） ○ △（※３） ◎

期待耐用年数 30年 10年 10年

カラー 200色以上 350色以上 シロ・ライトグレー・
アイボリー・Dブラウン

※１　JSIA F☆☆☆☆とは、日本シーリング材工業会の自主表示制度で、ホルムアルデヒドの放散速度が定量下限以下の場合、認定の対象となります。
※２　塗料の種類によって密着性や汚染性が異なりますので、事前に確認の上ご使用ください。
※３　塗料の種類によって密着性が悪い場合や、表面がべたついて汚染する場合があります。

施工業者の皆様へ

 カートリッジタイプ（プラスチックカート）

 6L 缶タイプ（金属缶）

６L 缶 １缶
専用プライマー

（１液変成シリコーンLM専用） １缶

プライマー用刷毛 １本

※専用プライマー・刷毛が同梱となっています。

333ml 10本
専用プライマー

（１液変成シリコーンLM専用） １缶
プライマー用刷毛 １本

ロングノズル １本
Nノズル ５本

※専用プライマー・刷毛・ノズルが同梱となっています。

いずれの製品もNPO法人住宅外装テクニカルセンターの規格をクリアし、サイディ
ングにおける高品質が保証されたNYG 推奨品です。

各製品のポジショニング
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5

4

3

2

サイディングとシーリング材の間にカッ
ターを入れ、切り取ります。

既存シーリング材の撤去
・サイディング素地が完全に出るよ

うに取り除きましょう。
・三面接着にならないように確認しま

しょう。

・シーリング材が薄膜にならないよ
うに目地際にきっちりと貼ります。

①プライマー塗布後、30〜60分乾燥さ
せてください。

②プライマー塗布後、8時間以内にシー
リング材を充填してください。

③その日のうちにシーリング材を使用し
なかった場合は塗り直してください。

目地幅10mm ×目地深さ8mm 
の場合

333ml カートリッジ 3.3m
6L缶 60m

※ロス分を20％として算定しております。貴
社実績により補正換算してください。

夏季
（35℃）

春・秋
（20℃）

冬季
（5℃）

一般用 60分 3時間 ×

冬用 × 60分 6時間

※×印の使用は推奨できません

ヘラ仕上げ後なるべく間を置かず、上から
下に向かってはがします。

マスキングテープをはがす

ヘラ押さえすることにより、目地の隅々ま
でシーリング材を行き渡らせます。
その後、意匠性を良くするために、ヘラ仕
上げをします。

ヘラで押さえ、
表面をきれいに仕上げる

空気が入らないようにしっかりと打ち込
みます。

シーリング材を充填

プライマーの塗り残しや塗布不足は、シー
リング材の剥離の原因となりますので、塗
りムラがないようきちんと塗ってください。

専用のプライマーを塗布する

マスキングテープは、目地際に隙間なく、
浮き上がらないように押し付けて貼ります。

マスキングテープを
サイディングの目地際に貼る

1

・空カートリッジや棒きれに巻きつけ
ていくとサイディングを汚さずに取
れます。

SR シール標準施工メーター数

ヘラ仕上げ可能時間の目安

POINT

POINT

POINT

POINT

前
準
備

手順を知っておくことで、より精度の高い施工につなげることができます。

シーリング材の施工手順
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サイディング色調
検索システムのご案内

下記URLをアドレスバーに入力し、
エンターキーを押してください。

右記のQRコードをバーコードリーダーで
読み取ってアクセスしてください。

http://color.bond.co.jp/search.php

パソコンでのアクセス方法　　　　 　　　

携帯電話でのアクセス方法   　　 

スマートフォンでのアクセス方法　

SRシール S70は約350色、SRシール
H100は約200色のカラーを用意して
おり、サイディングに合わせた色調を選
択できます（サイディングの種類によっ
ては近い色での施工になります）。

＊色見本帳は別売になります

色見本帳のご案内

右記のQRコードをバーコードリーダーで
読み取ってアクセスしてください。

 【サイディング色調検索システム】を導入しています。
下記の方法でご覧ください。
＊スマートフォンではパソコン版の画面となります

製造・販売元

お問い合わせは下記までご連絡ください

2019.07.3000/065-GM

本社／〒 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1（北浜コニシビル10階） 
  TEL 06-6202-7700　 FAX 06-6202-7900　 メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp

札幌営業所／〒 060-0031  北海道札幌市中央区北1条東5-10-5（メゾン北1条５０３号） 
仙台出張所／〒 980-0022  宮城県仙台市青葉区五橋2-11-1（ショーケー本館ビル９階 1-1） 
関東営業所／〒 337-0051  埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12（ファーストビル８階） 
横浜営業所／〒 224-0061  神奈川県横浜市都筑区大丸3-22（ウエルカムヒル202 号） 
岡崎営業所／〒 444-0044  愛知県岡崎市康生通南3-11（岡崎東ビル2 階） 
大阪営業所／〒 541-0045  大阪府大阪市中央区道修町1-7-1（北浜コニシビル10 階） 
高松営業所／〒 760-0056  香川県高松市中新町11-1（アクア高松中新町 ビル205 号） 
広島営業所／〒 731-0113  広島県広島市安佐南区西原4-33-41（第2 森下ビル202号） 
福岡営業所／〒 812-0014  福岡県福岡市博多区比恵町1-1（楠本第7ビル8階）
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