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埼玉県 飯能市立美杉台中学校 設計 :lll)相 和技術研究所 東京都町田市 町田こひつじ幼稚園 設計 :エムアイエー建築設計事務所

防水、塩害防止、耐久性向上は、まず躯体コンクリートから

躯体防水用非空気連行性減水剤
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標準型 211

RP264遅延型

設計 i lll)石 崎建築環境倉J作所

施工 :岩永工業llll

福岡県北九州市 珪州館Ⅲ 福井県教育センター 設計 :洒井建築事務所
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防水、塩害防止、耐久性向上は、まず躯体コンクリー トから

コンプラス トは、わが国で既に35年以上全国各地の各種コンクリー トに使用されている躯体防水用非空気

連行性減水剤です。屋根スラブ、地下、水槽などでは、高価なシー ト防水やアスファル ト防水が省略でき

るので、非常に経済的です。それだけでなく、密実でクラックの少ないコンプラス ト混和コンクリー トは、

高度の耐久性が望まれる一般建築、美しい仕上げの打放しなどにも広く採用されています。一般のAEコ ン

クリー トに比べて、コンプラス ト混和コンクリー トは強度の発現が早いだけでなく、通常、 4週強度が20

～300/0ア ップします。また、凍結融解のサイクルにも強いことが、北海道、信州などの多くの打放しコン

クリー ト施エタ1で実証されています。

●エアを連行しないで、強度、密度を増大します。

●ミックスに粘りを与え骨材分離を防止 して、ジャ

ンカのない均質なコンクリー トをつくります。

●粘着力が強く躯体の拘束度を高め、収縮によるク

ラックの発生を最少限に抑えます。

●強度、密度、拘束度の高いコンクリー トは耐震性

にも優れています。

●コンクリー ト躯体内の毛細管を閉塞する不透水性

ゲルの形成を助長します。

●表面にピンホールの発生が少なく、密実な打放 し

仕上げに適しています。

●以上の総合効果として、コンプラス ト混和コンク

リー トは、きれつが少なく水密性が高く、塩害や

凍結融解に強く、耐震性向上にも寄与 し、コンク

リー ト本来の優れた耐久性を発揮します。

大阪府南河内君B 大阪芸術大学塚本英世記念館 設計 :m第一工房

内外共に密実なコンクリー ト打放しで竣工時の状態をよく保持して

いるとして、BELCA賞 ロングライフ部門表彰物件 (竣工 1981年 、

受賞2004年 )。

北海道北見市 ノエビア化粧品北見支店 設計 :ケー エー シー

築後 18年の現状で、冬季-30℃ 、夏季+30℃ の苛酷な気候によく

耐え、美しい密実な仕上げを維持している。
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佐賀県佐賀郡

介護老人保健施設 しょうぶ苑

設計 :いアルフデザイン

施工 :清水建設m

(a)屋根スラブ、地下 、各種タンク、ピッ ト、水路

などのコンクリー ト躯体防水。

(b)集合住宅、学校 、商業施設など一般RC造建物の

きれつ抑制と耐久性向上

(c)密実できれつの少ないコンクリー ト打放し仕上

げ

(d)防 じん、耐摩耗性床コンクリー ト (床面強化斉」

リトリン併用)

|―ンプラスト蕩絶義シ多,■卜あ1配奮摯
コンプラス ト211ま たRP264を使用するコンクリー

トの基本的な配合|ま次の通りです。

水 セ メ ン ト Lヒ         55%以 下

ス  ラ  ン  プ 屋根の場合、  1 5cm以下

床の場合、    1 5cm以 下

壁、柱の場合、 1 8cm以下

単 位 セ メ ン ト量 1ぽ当り    300kg以 上

211/RP264混 和量 セメント100k8当り 300～600cc

減   水   率          8～ 15%

詳細については下記の仕様書を参照下さい。

a コンプラス ト混和コンクリー トの配合について

(生コンプラン ト用)

b.TBK… 300工法 コンクリー トによる陸屋根防水

工法仕様書 (設計用)

c.TBK-400工法 地下、水槽など躯体コンクリー

ト防水工法仕様書 (設計用)

■コス トはアスファル ト、シー トまたは塗膜防水の

8分の 1か ら10分の 1と極めて経済的。

■防水の寿命はコンクリー トと同じで半永久的。

■構造が単純だから補修とメンテナンスが簡単容易。

東京都豊島区 ウエストコース ト千川 設計 :閉ユニ総合計画
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茨城県竜ヶ崎市 竜ヶ崎の家 設計 :大島功市建築研究所 兵庫県津名君B 五色町立五色診療所 設計 :lll)大建設計

コンプラス トのタイプ   1 標準型 211 遅延型 RP264
性状 荷姿 暗褐色液状、182缶

1 189/c甫

暗褐色液状 、182缶

密度 (20℃ ) 1 1219/翻
主成分 リグニンスルホン酸塩

笠

霊

リグニンスルホン酸塩

塩素イオン量

アルカリ量

空気連行量 (打設時)  1 約20% 約20%
使用セメン ト ポートランドセメント全種     | ポートランドセメント全種

適合規格         | 」S A6204湖水剤標準型 (I種)  I JSA6204減 水剤遅延型 (I種 )

ASTM C494 Aタ イプ       I ASttM C494 Aタ イプとDタイプ

I  BS5075:Partlイ也 BS 5075:Partlイ也

主|な1関連製1畠:

コンプラストXP1000
ウエテキシS

デックガードP20
リトリン

高性能標準型

浸透性無色透明撥水斉」、シラン系、防水、美観の保持

高性能撥水斉J、 シラン系、防水、美観のより長期保持

コンクリー ト床面強化斉」、防じん、耐摩耗、耐薬品性

発 売 元 建設材料コンサルタン ト 特 約 店

TBK東 亜 貿 易 株 式 会 社
〒5300001大阪市北区梅田1丁 目221100(大阪駅前第2ビル)

TEL(06)6346-0212(→  FAX(06)6346-0226
URL:www toaboeki com E― mal:em@toabOeki com

製 造 元

CREDENCC
クリディエンス株式会社
フォスロック日本総代理店

〒1500002東京都渋谷区渋谷1133F
TEL(03)4590-0200  FAX(03)3409-3898
URL:httpプ /www crdc colp E― ma li crdc@Crdc co ip
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