リターナブルパウダーシリーズ
特許取得・自然素材だけのサメジマ調湿建材。優れた調湿機能を発揮し、家族と家の健康を守ります。

高機能 調湿性天井・壁用仕上材

特許取得商品：特許第３６５９８６７号

特長
サメジマ調湿材の天井・壁用仕上材リターナブルパウダー

■優れた機能で快適生活

シリーズは、豊富な商品ラインナップとカラーバリエーション、

調湿機能で快適環境

出することができます。

高機能原料が吸湿・放湿を繰り返し、室内を快適湿度に調節する『調湿』の

さまざまなテクスチャー表現でお部屋のイメージを自由に演

働きをします。また保温性に優れ、冬は暖かく、夏は涼しい快適環境が得
られます。

いやなニオイを永久追放
タバコやペットなどのいやなニオイ、生活臭を強力に吸着・脱臭します。

高機能珪藻土と特許技術による優れた吸放湿機能と吸着・脱臭力は
シリーズ中最高。柔らかな質感も人気のハイグレードシリーズです。

優れた機能は半永久的
経年使用により機能が衰えることがありません。
滑らかな純白の仕上がりが

■人にやさしい 4つの安心

明るくモダンなインテリアを実現します。

自然素材なので安心
シックハウスの原因となる石油化学系物質を一切含まず、有害物質を放散し
ません。また室内に残存する有害物質を吸着します。内容成分はすべて公開
していますので安心してご使用いただけます。

日本人の心を引きつける伝統の色彩。
自然が造りだした美しさと温もりで、生活に快適と安らぎを与えます。

結露、カビ・ダニを防ぐ安心
高い吸放湿機能で結露を防止。カビ・ダニの発生を防ぎ、アトピーなどのア
レルギー対策として効果的です。

優れた耐火性で安心

リーズナブルな価格で高い吸放湿機能を実現。
施工のしやすさとシリーズ最高の表面強度も特長です。

不燃性で、防火認定を取得しています。火災時にも有害なガスを発生するこ
とがありません。

かんたん施工で安心

●吸放湿機能比較
リターナブルパウダー

水で練るだけのプレミックス製品で、せっこうボード・コンクリート・モルタル

95g/m2

の下地に直接施工できます。また、適切な下地処理を行うことでビニールク
ロスにも直接施工できます。セメント・石灰を含まないため中性で、色ムラ・
白華現象の発生がなく、施工時に手も荒れません。
※施工箇所の状態により下地処理が必要になる場合があります。

■地球にやさしい3 つのエコ
再使用が可能、
ゴミを出しません。
樹脂やセメント・石灰を一切使用せず、粘土の凝結力で固化させているた
め、一度固まっても再使用が可能で、土に還すこともできるリターナブル材
料です。

天然のエアコンで省エネ。CO2 を減らします。
暑さ・寒さを和らげて冷暖房費を抑え、
ご家庭からのCO2排出量を削減する
ことができます。

高寿命住宅で建築廃材を削減
優れた調湿機能で内部結露を予防することにより建築物の寿命を確実に向
上させ、建築廃材の発生量を削減します。

リターナブルパウダー郷土

吸
放
湿
機
能

65g/m2

リターナブルパウダーホワイト

45g/m2

リターナブルパウダーA

45g/m2

※吸湿量とは、25℃ 90%RHと25℃ 50%RH の温湿度で24 時間放置したときに
1m2当たりの材料が吸湿する水蒸気量です。
※吸放湿機能とは、25℃ 90%RHの吸湿量と25℃ 50%RHの吸湿量の差です。

リターナブルパウダー・リターナブルパウダー郷土

標準色見本

※色見本は印刷のため、色合いが異なる場合があります。仕上げ方法によっても色合いが異なる場合があります。

標準色見本

●RP-1：ペールピンク

●RP-2：アイボリー

●RP-3：ソフトオレンジ

●RP-4：オールドローズ

リターナブルパウダー 施工例

●RP-6：アプリコットベージュ

●RP-8：サンドベージュ

●RP-11：ホワイト

標準色見本

●RK-1：香林（かおりん）

●RK-2：黄土（おうど）

●RK-3：赤希羅（あかきら）

●RK-4：浅緑（あさみどり）

※RK-2〜RK-8は受注生産になります。

リターナブルパウダー郷土 施工例

●RK-5：赤珪藻土（あかけいそうど）

●RK-6：中国黄土（ちゅうごくおうど）

●RK-7：荒木田（あらきだ）

●RK-8：流布（るふ）

お部屋の雰囲気に合わせて、多彩なテクスチャーで仕上げることができます。

仕上テクスチャー例

サメジマの自然素材だけの内装仕上材は、
お部屋の雰囲気に合わせてテクスチャーを変えることで、ハイグレードな風合いを演出できます。
スタンダード仕上げ例

●ナチュラルストーム

（金ゴテを使用）

●ナチュラルウェーブ

（木ゴテを使用後、ヘッドカット）

●ヘアーライン

●ウェーブ

●ランダムウェーブ

（金ゴテを使用）

（木ゴテを使用後、ヘッドカット）

（ハケで模様付け）

●吹付 ※リターナブルパウダー郷土では吹付仕上はできません。

（クシゴテを使用）

●ワラ入り ※ワラは別途ご用意頂き、現場で混合してください。

特別仕上げ例

●くし引き

※その他のテクスチャーに関しては、
お問い合わせください。手作業で仕上げる材料のため、パターンは必ずしも均一にはなりません。

（吹付ガンを使用）

リターナブルパウダーシリーズ
リターナブルパウダーシリーズ

製品仕様

商品名
素材・成分
※【 】内は用途

リターナブルパウダー

リターナブルパウダーホワイト

リターナブルパウダー郷土

リターナブルパウダーA（エース）

高機能調湿原料：80%
高機能調湿原料：30%、
無機質骨材、
高機能調湿原料：71%
（珪藻土、火山灰、粘土）、色土、
無機質軽量骨材、
（珪藻土、火山灰、粘土）、無機顔料、
無機顔料、パーライト【軽量骨材】、 セルロースファイバー、無機顔料、
セルロースファイバー、
セルロースファイバー【スサ】、
メチルセルロース【増粘剤】、
メチルセルロース【増粘剤】、
メチルセルロース【増粘剤】、
でんぷん糊【増粘剤】
でんぷん糊【増粘剤】
でんぷん糊【増粘剤】

高機能調湿原料：50%
（珪藻土、
火山灰、粘土）、色土、無機顔料、
火山灰バルーン【軽量骨材】、
セルロースファイバー【スサ】、
メチルセルロース【増粘剤】、
でんぷん糊【増粘剤】

高機能調湿原料含有率

30%
80%

50%

71%

上記原料を計量･混合･梱包･出荷

製造工程
全6色：RP-1 〜4、
6、
8

1色：RP-11

全8色：RK-1 〜8

8ｋ
ｇ

10ｋ
ｇ

8ｋ
ｇ

8ｋ
ｇ

2ｍｍ / 6.6
m2

1.5ｍｍ / 6.6
m2

2ｍｍ / 6.6
m2

2ｍｍ / 8.0
m2

25℃・90%RHの吸湿量（A）

150g/m2

83g/m2

102g/m2

69g/m2

25℃・50%RHの吸湿量（B）

55g/m2

38g/m2

37g/m2

24g/m2

95g/m2

45g/m2

65g/m2

45g/m2

カラーバリエーション
内容量
標準施工厚 /施工面積

全8色：AC-1 〜8

性能

※吸湿量とは、2 5℃ 9 0 % R Hと2 5℃
50%RHの温湿度で24時間放置したと
きに1m2当たりの材料が吸湿する水蒸
気量です。

吸放湿機能
※（A）
と
（B）の差

強度
付着強さ

2
4.2kgf/cm
（Ｊ
Ｉ
ＳＡ6909建築用仕上塗材試験法による）

耐摩耗性

合格（JIS A6909 建築用仕上塗材試験法による）

初期乾燥によるひび割れ抵抗性

合格（JIS A6909 建築用仕上塗材試験法による）

耐衝撃性

合格（JIS A6909 建築用仕上塗材試験法による）

国土交通大臣認定防火材料
認定番号/区分 /通達番号

NM-8571/不燃材料/国住指 1935 号

NM-8574/不燃材料/ 国住指 1938 号

QM-9811/準不燃材料/国住指1940号

QM-9814/準不燃材料/国住指1943号

RM-9366/難燃材料/国住指 1945 号
ホルムアルデヒド放散等級

RM-9363/難燃材料/ 国住指 1948 号
日本建築仕上材工業会登録

放散等級区分表示

F☆☆☆☆

問い合わせ先

http://www.nsk-web.org/

経年変化

躯体の動き、構造材の膨張収縮によるクラックの発生が予想されます。

施工・使用方法
使用可能部位

天井・壁（直接水がかかる部位への施工は不適）

適合下地

せっこうボード
（ベベルエッジ）、
コンクリート・モルタル
●コンクリート・モルタル下地の場合：乾燥が不十分ですと、仕上材の乾燥の遅れのため、表面強度や付着力の低下が起こります。
ｐH試験紙でｐH9以下、
水分計で含水率 10%以下になったのを確認のうえ施工して下さい。
（乾燥の目安としてはコンクリート28日以上、
モルタル21日以上経過後）
●不適合下地：合板・ベニヤ等、木質でアクの出る恐れのあるもの

施工方法

せっこうボードに施工の場合
※ 1日の最低気温が5℃以下になる時期は、
凍結の恐れがあります。凍結の恐れがある場合は、室内を0℃以下にならないよう管理してください。
※詳細は、必ず指定の施工マニュアルを参照願います。
●せっこうボード

専用パテ
(NP-1)
仕上材

ジョイント処理
フリク調整

●ラスボード

ビス止め
（ビス頭は
パテ処理）

ビス止め

●コンクリート・モルタル

せっこう
中塗り
仕上材

ファイバー
テープ

完全乾燥

コテ塗り・吹付け※
による仕上塗り

仕上材

完全乾燥

※リターナブルパウダー郷土では吹付け仕上はできません。
※本カタログに記載されている仕様は、予告なく変更する場合があります。

