
施工例（東洋プロパティ虎ノ門ビル改修工事） 施工例（キッセイ文化ホール改修工事）

概　要
　「アドグラピンネット工法」は、ピンネット工法で全面的
なコンクリート、モルタル、タイルのはく落防止と下地の整
形、保護層の作成を行い、その上をアドグラで石貼り状に仕
上げる複合改修工法である。本工法で施工した建物は、東日
本大震災でもタイルの落下・損傷は全くなく、地震に対する
安全性が実証されている。
［ピンネット工法］　独立行政法人建築研究所長期暴露試験：
20年経過時　ピン、フィラー、ネットともに劣化なし
［アドグラ］　①耐候性促進試験（JISA-6909）：2000h　耐候
性 １種相当　②中性化促進試験：中性化深さ　60年経過時 １
㎜、１00年経過時 2㎜

特　長
１ �．はく落防止は万全で長寿命（期待年数50年）。下地・仕
上げともに安心の１0年保証付き。
2 �．美しく高級な石貼り状の仕上げでテナントの集客や資産
価値の向上に役立つ。
３ �．ひび割れの発生を防ぎ、耐候性・防水性が向上する。
４ �．騒音・臭気や廃棄物が発生せず、サッシや配管の移動も
不要。
5 �．曲面や円柱が美しく滑らかに仕上がる。

施工断面図・平面図（タイル下地の改修例）

施工状況

施工実績
・施工地区：全国
・実績件数：70件以上（ ８万㎡）
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アドグラ下塗り

①�大きな浮きやひび割れ、欠損等
を補修しタイル目地を埋め、段
差を平滑に修正する。

②�プライマーを原液 １：水 ２の割
合で混合し、ローラー刷毛で塗
布する。

③�フィラーを塗り付けた直後、
フィラーが硬化しない内にネッ
トを張り、フィラーの中に金ゴ
テで埋め込む（ネット張り合わ
せ幅50㎜以上）。

④�アンカーピンの位置をマーキン
グ後、径6.5㎜の専用ドリルで
アンカーピンの長さより 5㎜程
度深く穿孔する。

⑤�孔の内部を清掃後、所定の長さ
のアンカーピンを挿入し、打込
み固定する。

⑥�孔ピン頭部を拾い塗り後、フィ
ラーを金ゴテで全面に塗り付け
平滑に仕上げる。
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施工例（中川護岸整備工事　※平和橋から上平井橋間の南北両岸 1500ｍ）

概　要
　「アドグラ」は、色・模様・肌触り・質感全ての面で、ど
こまで本石に近付けるかをテーマに開発された、コテ塗りの
石材調仕上塗材である。細石粒・アクリルエマルション・特
許模様材から構成される、既調合の主材を使用するため、本
石同様の多彩な色模様が常にムラなく仕上がり、部分的な補
修も比較的容易に行える。
・特許取得（第2832424号）
※米・豪・台湾でも特許を取得

特　長
１ �．既調合の材料を吹付・コテ塗りするだけで、色・模様・
肌触り全て本石同様に仕上げることが可能。
２ �．みかげ石・石灰岩・砂岩などほとんどの石を再現できる。
３ �．下地の中性化を防ぎ、耐候性・耐汚染性に優れ、長寿命
で改修も容易である。
４ �．コテ塗りすれば材料が飛散せず、角部が直角に目地が通
り良く仕上がる。
５ �．ほとんど全ての下地に施工可能なため、改修に最適。
６ �．複雑な形状や大面積・大きな目地割は、吹付けで施工。
７ �．アドグラの塗膜には可とう性があり、微細なひび割れや
下地の変形にも追随する。

製品例
アドグラみかげ
色・模様・肌触りの全てを、極力天
然御影石に近付けることをテーマに
開発された。ほとんど全ての御影石
バーナー仕上げを再現できる。

アドグラライム
水成岩が持つ独特の暖かみ・ソフト
感・マイルド感を表現することを
テーマに開発された。表面もきめ細
かい肌に仕上げられている。

施工状況

施工実績
・施工地区：�全国
・実績件数：［官］１２0件以上（１２万㎡）
　　　　　　［民］６00件以上（90万㎡）

⑤�目地棒を取り除き、目地際を整
えた後、エアブローにて表面の
埃を取り除く。

⑥�シリコンクリヤーを ２回に分け
てローラーで丁寧に塗布。目地
内部および目地際に注意する。

③�全面に主材をコテ塗りした後、
平滑に押さえる。角部を入念に、
仕上げ時のコテの方向に注意す
る。

④�オービタルサンダーで軽く表面
を研磨して模様フレークのバリ
を取り、バーナー仕上げの滑ら
かさに仕上げる。

①�下塗材を全面に塗布した後、目
地割付図にしたがって墨出しを
行う。

②�墨に沿って目地棒を貼り、しっ
かりと押さえる。墨の上下・左
右を統一して目地棒を貼る。
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・実績件数：10万㎡
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施工例（東洋プロパティ虎ノ門ビル改修工事） 施工例（キッセイ文化ホール改修工事）

概　要
　「アドグラピンネット工法」は、ピンネット工法で全面的
なコンクリート、モルタル、タイルのはく落防止と下地の整
形、保護層の作成を行い、その上をアドグラで石貼り状に仕
上げる複合改修工法である。本工法で施工した建物は、東日
本大震災でもタイルの落下・損傷は全くなく、地震に対する
安全性が実証されている。
［ピンネット工法］　独立行政法人建築研究所長期暴露試験：
20年経過時　ピン、フィラー、ネットともに劣化なし
［アドグラ］　①耐候性促進試験（JISA-6909）：2000h　耐候
性 １種相当　②中性化促進試験：中性化深さ　60年経過時 １
㎜、１00年経過時 2㎜

特　長
１ �．はく落防止は万全で長寿命（期待年数50年）。下地・仕
上げともに安心の１0年保証付き。
2 �．美しく高級な石貼り状の仕上げでテナントの集客や資産
価値の向上に役立つ。
３ �．ひび割れの発生を防ぎ、耐候性・防水性が向上する。
４ �．騒音・臭気や廃棄物が発生せず、サッシや配管の移動も
不要。
5 �．曲面や円柱が美しく滑らかに仕上がる。

施工断面図・平面図（タイル下地の改修例）

施工状況

施工実績
・施工地区：全国
・実績件数：70件以上（ ８万㎡）

20mm以上
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①�大きな浮きやひび割れ、欠損等
を補修しタイル目地を埋め、段
差を平滑に修正する。

②�プライマーを原液 １：水 ２の割
合で混合し、ローラー刷毛で塗
布する。

③�フィラーを塗り付けた直後、
フィラーが硬化しない内にネッ
トを張り、フィラーの中に金ゴ
テで埋め込む（ネット張り合わ
せ幅50㎜以上）。

④�アンカーピンの位置をマーキン
グ後、径6.5㎜の専用ドリルで
アンカーピンの長さより 5㎜程
度深く穿孔する。

⑤�孔の内部を清掃後、所定の長さ
のアンカーピンを挿入し、打込
み固定する。

⑥�孔ピン頭部を拾い塗り後、フィ
ラーを金ゴテで全面に塗り付け
平滑に仕上げる。
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施工例（中川護岸整備工事　※平和橋から上平井橋間の南北両岸 1500ｍ）

概　要
　「アドグラ」は、色・模様・肌触り・質感全ての面で、ど
こまで本石に近付けるかをテーマに開発された、コテ塗りの
石材調仕上塗材である。細石粒・アクリルエマルション・特
許模様材から構成される、既調合の主材を使用するため、本
石同様の多彩な色模様が常にムラなく仕上がり、部分的な補
修も比較的容易に行える。
・特許取得（第2832424号）
※米・豪・台湾でも特許を取得

特　長
１ �．既調合の材料を吹付・コテ塗りするだけで、色・模様・
肌触り全て本石同様に仕上げることが可能。
２ �．みかげ石・石灰岩・砂岩などほとんどの石を再現できる。
３ �．下地の中性化を防ぎ、耐候性・耐汚染性に優れ、長寿命
で改修も容易である。
４ �．コテ塗りすれば材料が飛散せず、角部が直角に目地が通
り良く仕上がる。
５ �．ほとんど全ての下地に施工可能なため、改修に最適。
６ �．複雑な形状や大面積・大きな目地割は、吹付けで施工。
７ �．アドグラの塗膜には可とう性があり、微細なひび割れや
下地の変形にも追随する。

製品例
アドグラみかげ
色・模様・肌触りの全てを、極力天
然御影石に近付けることをテーマに
開発された。ほとんど全ての御影石
バーナー仕上げを再現できる。

アドグラライム
水成岩が持つ独特の暖かみ・ソフト
感・マイルド感を表現することを
テーマに開発された。表面もきめ細
かい肌に仕上げられている。

施工状況

施工実績
・施工地区：�全国
・実績件数：［官］１２0件以上（１２万㎡）
　　　　　　［民］６00件以上（90万㎡）

⑤�目地棒を取り除き、目地際を整
えた後、エアブローにて表面の
埃を取り除く。

⑥�シリコンクリヤーを ２回に分け
てローラーで丁寧に塗布。目地
内部および目地際に注意する。

③�全面に主材をコテ塗りした後、
平滑に押さえる。角部を入念に、
仕上げ時のコテの方向に注意す
る。

④�オービタルサンダーで軽く表面
を研磨して模様フレークのバリ
を取り、バーナー仕上げの滑ら
かさに仕上げる。

①�下塗材を全面に塗布した後、目
地割付図にしたがって墨出しを
行う。

②�墨に沿って目地棒を貼り、しっ
かりと押さえる。墨の上下・左
右を統一して目地棒を貼る。
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・実績件数：［官］120件以上
　　　　　　［民］600件以上

URL  https://www.aiwa-co.jp
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