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夏の暑さ対策
暑さ対策
省エネ・節電対策 ＆ 夏の
ー まずは開口部(窓)の断熱 ー
住宅において、夏の冷房時は熱の
７３％が開口部から入り、冬の暖房
時は熱の５８％が開口部から流出
します。
つまり開口部の断熱性を向上させ
ることで、快適性の向上やガス・
電気などのエネルギー消費量削減、
冷暖房費のコスト削減に繋がります。

夏

冬

３３．
４℃

-２．
６℃

屋根
５％

屋根
１１％

換気
１５％
外壁
１５％

換気
６％
２７℃

１８℃

外壁
７％

開口部

開口部

７３％

５８％
床７％

床３％

出典：東京都都市整備局「住宅の省エネリフォームガイドブック」
ＧＣＬ-１ 0.3㎏×1缶、
専用シンナー１L×1缶、
必須道具用品類１
必須道具用品類 ５点および
収納ケース、
収納ケース 施工マニュアル付属
施工マニュアル
施工
マニュアル付属
付属

ガラス用 断熱コーティング剤

GLC-1
ガラス用 断熱コーティング剤（ＧＬＣ-１）
の特長
・夏の日差しを遮り、室内温度上昇の抑制効果が期待できます
・冬は熱の流出を抑制し、暖房費低減効果が期待できます
・紫外線を90％以上カットし、
室内の床や家具の色あせ・劣化を低減
・視界もスッキリ、高い透明性で室内が暗くなりません
・ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆
・ローラー塗装で簡単に施工できる

スターターキット
標準販売価格
（税別）￥５０，
０００-

赤外線

約５０％カット

可視光

透過率８５％

紫外線

約９５％カット

○ガラス用断熱コーティング剤ＧＣＬ-１標準販売価格（税別）￥１４，
３００-（０．
３㎏/ 缶 ）
：施工面積 約１５㎡分

遮熱塗料の普及促進で節電対策！

一致団結！キャンペーン

201 年３月1日～9月末
2013
年３月1日～9月末日
月1日～9月末日（７ヶ月間）
塗料と塗装の情報館「ペインティング ギャラリー」
ギャラリー 常設展示

一般住宅からオフィスや工場、倉庫など
建物まるごと遮熱・省エネ 、暑さ対策！
屋上・ベランダ

屋

根

外断熱システム塗料が太陽
光線を反射すると同時に、

屋上やベランダからの雨水
侵入を防ぎます。

内の温度上昇を抑えます。

外気温の変動の影響を抑え
ます。

塗装工事参考価格

塗装工事参考価格

塗装工事参考価格

6,000 円／㎡〜

2,500 円／㎡〜

遮熱舗装材が太陽光や熱の

ペインティング ギャラリー：福岡市博多区東比恵３丁目４-６（㈱西井塗料産業内）
電話 ０９２-４１５-４５１８

壁

屋根用遮熱塗料が屋根から
の太陽熱の侵入を防ぎ、室

路面・駐車場

ガラス用断熱コーティング剤・遮熱フィルム、体験コーナー

外

遮熱タイプの防水材が太陽
光線を反射するとともに、

猛暑対
猛暑対策や省エネ対策、
屋根や
屋根や外壁の塗替えを
ご検討の⽅、是⾮この
ご検討
キャンペーンにご協⼒
をお願いします。

蓄積を抑え、温度上昇を軽
減し、ヒートアイランド現
象を緩和します。
塗装工事参考価格

3,200 円／㎡〜

3,000 円／㎡〜

ガラス
近赤外線や紫外線をカットし、
冷房効率のアップや室内の
家具やカーテン、床等の退色・
日焼け・劣化を防ぎます。
塗装工事参考価格

8,500 円／㎡〜
フィルム貼り工事参考価格

12,000 円／㎡〜

期間限定！
（2013年７月末迄）
インパクト３点セール

充電式インパクトドライバ【BID-1417】オープン価格
●軽量･コンパクトでハイパワー ●最大締付トルク：140N･m
●14.4V 3,000mAh・リチウムイオン電池 ●急速 27 分充電
●便利なベルトフック付
■長さ 168× 幅 61× 高さ 241mm
最大締付トルク：140N・m
小ネジ M4 〜 M8・普通ボルト M5 〜 M14・高力ボルト M5 〜 M12
回転数：0 〜 2,500min-1 打撃数：0 〜 3,000min-1 本体：1.6kg

充電式ブロワ【BBL-140】通常価格 11,000 円 ( 税別 )※バッテリー・充電器別売
●取り回し良好なコンパクトボディ ●電池残量表示付
●風量の強弱を簡単に切換えできるスイッチ付
●移動時に便利なベルトフック付
■長さ 555（ノズル含）× 幅 163× 高さ 225mm
風量 0 〜 1.7m3/min（強） 風圧 0 〜 3.5kPa（強）
連続使用時間：（強）約 21 分･
（弱）約 30 分 質量：1.8kg（電池・ノズル含む）
通常価格 11,000 円 ( 税別 ) ※バッテリー￥16,700・充電器￥14,000 別売

充電式ランタン【BLT-140】

￥32,800-（税別）
￥32,800
６月・７月のイベント・ミニ展示会開催情報
ベンジャミンムーア・ペイント

日時：６月22日

土

６月23日 日

Ｂ.Ｍ.Ｆｅｓｔａ vol.2

１０:００～１６：００
１０:００～１６：００

会場：ベンジャミンムーア・ペイント 福岡店
〒812-0007 福岡市博多区東比恵３丁目４－６
TEL：092-415-0243

●電池残量が少なくなると LED ライトに切換るＬＥＤライト自動切換機能付
●吊り下げ可能な回転ハンドル ●360 度回転可能な反射板付
■長さ 97× 幅 115× 高さ 373mm
明るさ：330 ルクス /m( 光源より約 40cm 正面 ) 使用蛍光灯：9W
連続使用時間：蛍光灯 ̲ 約 6.5 時間 質量：1.0kg( 電池パック装着時 )
通常価格 3,500 円 ( 税別 ) ※バッテリー￥16,700・充電器￥14,000 別売

詳しくは開催各店、または最寄りの㈱西井塗料産業 営業所
へお気軽にお尋ね下さい。
日本建築家協会

建築家との家づくり イエノコト

日時：７月27日

土

１４:００～１６：３０

会場：㈱西井塗料産業 ペインティング･ギャラリー
〒812-0007 福岡市博多区東比恵３丁目４－６
TEL：092-415-4518

福岡を拠点に活動しているアーティストやショップ
が集う！スイーツ･グルメからコスメ、インテリア･
雑貨、ベリーダンス、歌謡ショーなど多種多様。
趣向を凝らした出展が盛り沢山の２日間。入場無料！
オリジナルネームプレート作りワークショップも
開催 ※ワークショップは参加費￥1,000
無料のキッズスペース（託児）もありますので、小さ
なお子様連れでも安心してお楽しみ頂けます。

(社)日本建築家協会(JIA)九州支部福岡会主催、一般
の方を対象に、ＪＩＡ所属の建築家がよりよい家
づくり・住まいづくりについて、対談形式でわかり
やすくご説明いたします。5月〜10月毎月第4土曜日
に開催。
６月は、松岡祐作デザインオフィス／松岡祐作氏
（会場：大光電機 ｼｮｰﾙｰﾑ スタジオコア福岡）
７月は、アートレ建築空間／佐々木寿久氏が講師。

ショータイムスケジュールや出展内容等、詳しくは
下記ホームページをご覧ください。

参加無料、詳細やお申込みについては、下記ホーム
ページをご覧ください。

http://3500color.com/b-m-festa

http://www.jia-9.org/fukuoka/

