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外壁防耐火認定番号

窯業サイディング

１時間耐火構造認定

１時間準耐火構造認定

４５分準耐火構造認定

防火構造認定

認定番号 Click Here

認定番号 Click Here

認定番号 Click Here

認定番号 Click Here

１時間耐火構造認定 認定番号 Click HereＣＢウォール工法

４５分準耐火構造認定 認定番号 Click Here

防火構造認定 認定番号 Click Here

金属サイディング

Menu
へ戻る

https://www.kmew.co.jp/shisetsu/nintei01.html
https://www.kmew.co.jp/shisetsu/nintei02.html
https://www.kmew.co.jp/shisetsu/nintei03.html
https://www.kmew.co.jp/shisetsu/nintei04.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/haruichi/pdf/nintei_all.pdf#page=3
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/haruichi/pdf/nintei_all.pdf#page=11
https://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/cbwall/pdf/cbw_nintei.pdf


鉄骨造外壁耐火工法別納まり資料ダウンロード

窯業サイディング 金属サイディング ＣＢウォール工法

鉄骨造全般

横張り
Click Here

縦張り
Click Here

鉄骨造一時間耐火
仕様２

耐火シート
＋

内装指定あり

鉄骨造一時間耐火
仕様１

内装指定なし

横張り
Click Here

縦張り
Click Here

横張り
Click Here

鉄骨造全般

横張り
Click Here

縦張り
Click Here

鉄骨造全般

納まり図
Click Here

Menu
へ戻る

https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind3=1&koho3=%93S%8D%9C%91%A2%81b%89%A1%92%A3%82%E8
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind3=1&koho3=%93S%8D%9C%91%A2%81b%8Fc%92%A3%82%E8
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind3=1&koho3=%93S%8D%9C%91%A2%81b%89%A1%92%A3%82%E8%81b1%8E%9E%8A%D4%91%CF%89%CE%8D%5C%91%A2%20%8Ed%97l1%81i%93%E0%91%95%8D%DE%81y%8Ew%92%E8%82%C8%82%B5%81z%81j
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind3=1&koho3=%93S%8D%9C%91%A2%81b%8Fc%92%A3%82%E8%81b1%8E%9E%8A%D4%91%CF%89%CE%8D%5C%91%A2%20%8Ed%97l1%81i%93%E0%91%95%8D%DE%81y%8Ew%92%E8%82%C8%82%B5%81z%81j
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind3=1&koho3=%93S%8D%9C%91%A2%81b%89%A1%92%A3%82%E8%81b1%8E%9E%8A%D4%91%CF%89%CE%8D%5C%91%A2%20%8Ed%97l2%81i%91%CF%89%CE%83V%81%5B%83g%81E%93%E0%91%95%8D%DE%81y%8Ew%92%E8%82%A0%82%E8%81z%81j
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind5=1&koho5=%93S%8D%9C%91%A2%81b%89%A1%92%A3%82%E8
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind5=1&koho5=%93S%8D%9C%91%A2%81b%8Fc%92%A3%82%E8
https://www.kmew.co.jp/download/osamarizu/osamarizuIchiran.jsp?kind6=1&koho6=%93S%8D%9C%91%A2


建物用途別施工事例

教育施設 医療施設 福祉施設 商業施設 その他

学校
幼稚園
保育園
こども館

病院
クリニック

介護施設
老人ホーム
ケアセンター

店舗
ショウルーム

事務所
宿泊施設

教育施設
施工事例

Click Here

医療施設
施工事例

Click Here

福祉施設
施工事例

Click Here

商業施設
施工事例

Click Here

その他施設
施工事例

Click Here

Menu
へ戻る

https://www.kmew.co.jp/jirei/jirei_list.jsp?search=true&category1=1&category2=1&category4=1&category5=1
https://www.kmew.co.jp/jirei/jirei_list.jsp?search=true&category1=1&category2=1&category4=1&category6=1
https://www.kmew.co.jp/jirei/jirei_list.jsp?search=true&category1=1&category2=1&category4=1&category7=1
https://www.kmew.co.jp/jirei/jirei_list.jsp?search=true&category1=1&category2=1&category4=1&category8=1
https://www.kmew.co.jp/jirei/jirei_list.jsp?search=true&category1=1&category2=1&category4=1&category9=1


外壁材防耐火対応一覧

塗装 シリーズ 防火 準耐火45分 準耐火一時間

鉄骨造耐火

仕様１
仕様２

（耐火シート）

光セラ＋防藻 〇 〇 〇

光セラ

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

親水パワーコート 〇 〇 〇

親水コート

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

レジェール

ネオロック・光セラ１６
セラトピア

ネオロック・光セラ１８

ネオロック・光セラ１６

フィルテクト・光セラ１６

セラディール・親水パワー
コート１６/１８

ネオロック・親水１６

フィルテクト・親水１６

Menu
へ戻る

↑シリーズ名をクリックすると商品ラインナップをご覧頂けます。

セラディール・親水１６

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=97&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=77&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=2,104&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=1,105&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=102&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=62&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=89&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=109&ChiikiCD=2
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?SeriesCD=103&ChiikiCD=2


光セラシリーズ

キレイが長く続く、
光触媒の壁「光セラ」

光触媒パワーの「分解力」で、
汚れを分解し、付着力を弱めます。

光触媒パワーの「超親水性」で、
雨が汚れを強力に洗い流します。

光触媒パワーの「分解力」が、
大気中に含まれる排気ガス等の有害物質を無害化。

主骨格100％無機塗装のセラミックコートが
紫外線をガードして、色あせ・日焼けを抑えます。

説明資料
Click Here

説明資料
Click Here

説明資料
Click Here

説明資料
Click Here

10年後の光セラ
－Before After事例集－

無機塗装30年の実績
－Before After事例集－

光セラの実績

キレイが長く続く、光触媒の壁「光セラ」
その「長期間続く美しさ」を
施工実例でご紹介します。

Menu
へ戻る

Click Here

Click Here

Click Here

https://www.kmew.co.jp/gallery/s-movie08.html
https://www.kmew.co.jp/gallery/s-movie03.html
https://www.kmew.co.jp/gallery/s-movie05.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/feature/kankyou.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/iroase1.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/voice.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/bermatier/index.html


金属サイディング「はる・一番」

高耐候・不燃材料の
金属サイディング

不燃材料認定番号：NE-0017

デザイン性 鋭い表情・深い造形

耐候性 「遮熱性フッ素焼付塗装」で色あせしにくい

省メンテナンス ライフサイクルコストがお得

説明資料
Click Here

説明資料
Click Here

説明資料
Click Here

Lineup

Simple Series
シンプルシリーズ

Design Series
デザインシリーズ

Anew Series
アニューシリーズ

都会で洗練された
金属ならではのラインナップ

自然素材をモチーフにした
ベーシックなラインナップ

独創性を重点においた
斬新なラインナップ

Menu
へ戻る

Click Here

Click HereClick HereClick Here

https://www.kmew.co.jp/gallery/s-movie14.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/haruichi/tokucho_17.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/haruichi/tokucho_01.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/haruichi/tokucho_02.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?ChiikiCD=1&SeriesCD=48
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?ChiikiCD=1&SeriesCD=46
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/ShohinMakeSql.jsp?ChiikiCD=1&SeriesCD=98


ＳＯＬＩＤＯ

/
（内装） （内・外装） （内装）

施工事例
Click Here

仕様
Click Here

納まり
Click Here

施工事例
Click Here

仕様
Click Here

納まり
Click Here

Menu
へ戻る

https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/gallery.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/figure.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/spec.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/typem/gallery.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/typem/figure.html
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/typem/spec.html


ＷＥＢカタログ・動画リンク

カタログ 設計施工マニュアル

窯業外壁材総合 金属外壁材総合

ＣＢウォール SOLIDO typeF SOLIDO typeM

窯業外壁材 金属外壁材

施工動画

ＣＢウォール

SOLIDO typeM FLAT

KMEW耐火シート

ＫＭＥＷ耐火シート

Menu
へ戻る

屋根材総合 ＣＢウォール

https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=58379130000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=58266010000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=58326770000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=58274960000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=55095850000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=58409750000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=59793080000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=59793090000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.catalabo.org/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=CATALABO&catalogId=59547490000&pageGroupId=&designID=link&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=
https://www.kmew.co.jp/shisetsu/nintei01.html
https://www.kmew.co.jp/catalog_s/movie01.html
https://www.kmew.co.jp/catalog_s/movie04.html



