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●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きと
なります。●印刷物につき、商品画像と実物とは相違することがあります。●製品は内装仕様です。

営業部／東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号 アイカ東京ビル2階営業部／東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号 アイカ東京ビル2階
　　　　TEL(03)5912-0742　FAX(03)5912-0750　　　　TEL(03)5912-0742　FAX(03)5912-0750
ホームページ／http://www.aica-tech.co.jp/ホームページ／http://www.aica-tech.co.jp/

●お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。●お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

仙台営業所  TEL(022)782-7430
東京支店 TEL(03)5912-0743

北海道営業所 TEL(011)820-5165

名古屋支店 TEL(052)757-5177

仙台営業所  TEL(022)782-7430
東京支店 TEL(03)5912-0743

北海道営業所 TEL(011)820-5165

名古屋支店 TEL(052)757-5177

金沢営業所 TEL(076)261-0104
大阪支店 TEL(06)6264-1411

四国営業所 TEL(089)934-7147
広島営業所 TEL(082)250-2285

金沢営業所 TEL(076)261-0104
大阪支店 TEL(06)6264-1411

四国営業所 TEL(089)934-7147
広島営業所 TEL(082)250-2285

高松駐在所 TEL(087)851-8810 
九州支店 TEL(092)477-6271 
高松駐在所 TEL(087)851-8810 
九州支店 TEL(092)477-6271 



MACE

DECORATION

仕上材
＋

仕上材用の下地材

耐火壁材
（ECP,ALC, けいカルなど）

メースアドデコ

工種の削減 工期の短縮

壁面の総厚を薄くする

面積区画壁における“耐火壁 +仕上材”と比べ、メースアドデコを使用すれば

区画壁の総厚が薄くなり、屋内空間の面積を広く確保できます。

ALC耐火 メースアドデコ けいカル耐火
石材

石材

ALC メースアドデコ

PB PB けいカル

約130
約70

“耐火壁 + 石張り仕上げ”と壁厚を比較した場合（イメージ） 

工種の削減と工期の短縮

耐火壁材とは別に仕上材を必要とする納まりでは、耐火壁材と仕上材の

工種が異なるためコストがかさみ、また、工事が長期化する傾向があります。

メースアドデコは、耐火壁材であるメースの表面に意匠を施すことで、

工種の削減および工期の短縮に貢献します。

MACE
ADDECO
押出成形セメント板メースにアイカ工業のデザイン力を加えることで、
単色塗装・タイル張り仕上げと異なる、これまでになかった
柄付きの押出成形セメント板を実現しました。

気品に溢れる表情が、さらなる空間の可能性を創造する。
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イメージ Photo
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柄番号：AD-C0011 柄番号：AD-C0021
0 590mm 0 590mm

※柄のリピートは実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
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柄番号：AD-A0011
0 590mm
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イメージ Photo

※柄のリピートは実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
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イメージ Photo
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柄番号：AD-B0011
0 590mm

※柄のリピートは実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
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製品仕様
工場柄付け押出成形セメント板

メースアドデコ
耐火構造認定：間仕切壁（非耐力）１時間　FP060NP-9070、FP060NP-9136
	 メースアドデコ厚み60mm品、縦張り工法のみ

推奨用途
室内、通路などの壁面全般	

納　期
受注後、およそ75日（メース製造含む）

※品種、数量、繁忙期等により納期が変わる場合がありますので都度ご相談、ご確認ください。

参考材工設計価格
フラットパネル（厚：60mm）　　27,500 円 /㎡

製品構成　※下記以外の形状については、最寄りの当社営業担当者へご相談ください。
フラットパネル

製品番号 断面形状 働き幅
（mm）

目地幅
（mm）

重量
（kg/m2）

断面性能 最大製造
長さ（mm）

寸法精度
（mm）Ⅰ（cm4） Z（cm3）

MNH－6040A 400 10 63.6 604.2 201.4

5000
以下

厚さ	 ±1.5
幅	 0

－2
長さ	 0

－2
直線性	 2以下

MNH－6045A 450 10 63.9 682.3 227.4

MNH－6050A 500 10 64.2 760.3 253.4

MNH－6060A 600 10 63.1 912.1 304.0

コーナーパネル

MNY9－6060 — 10 ～15 41.2
kg/m 1256.0 187.3

381.3
5000
以下 厚さ	 ±1.5

幅	 ±2
長さ	 0

－2
直線性
ℓ/1000	 以下MNY45－6058 — 10 ～15 35.6

kg/m 857.6 278.5
293.6

4000
以下

※MNY45−6058または留め加工仕様の製品は、耐火上、目地部に無機質断熱材を入れる必要がありますので、意匠上シーリングでの仕上げを推奨しております。
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塗装仕様

トップコート層
印刷層（合成樹脂+顔料等）

プライマー層
メース

留意点
○目地シーリングなしで施工する場合は、ロッキング時の目地幅確保のため嵌合部の裏面側にピース目地棒を取り付けることを推奨致します。	

○目地シーリングなしで施工する場合は、メースの勘合部を柄と同系色で単色塗装することが可能です。	

○原則として、現場加工を行わない割付としてください。	

○表面仕上げは、ツヤなしです。

○工場柄付け品のためパネル表面に傷がつかないように施工中は十分注意してください。

○パネルを仮置きする際は、必ず屋内に仮置きしてください。また、水やホコリが付着しないように注意してください。

○リン木と接する面はパネル裏面としてください。パネル表面にリン木が接すると、リン木の跡が付く場合があります。

○仮設工事や溶接作業など、パネル表面を傷つける恐れのある場合は養生シート等で必ず養生してください。

○洗浄には塗膜を傷つける恐れがあるため有機溶剤は使用せず、水洗をしてください。

○水洗により汚れを取り除けない場合は、弱い有機系溶剤（IPA（イソプロパノール）等）を使用してください。

参考詳細図
	

Uクリップ

メースアドデコ

メースアドデコ

フラットバー

Uクリップ

フラットバー

メースアドデコ

LZ金物通しアングル

LZ金物

耐火被覆
通しアングル

メースアドデコ

上部：断面図 上部：断面図

下部：断面図 下部：断面図

基本塗膜性能（参考）

試験項目 試験方法 試験結果

付 着 性 碁盤目試験法 4mmセロハンテープ法 25/25

塗 膜 硬 度 JIS K 5600-5-4　鉛筆硬度 HB

耐 水 性 JIS K 5600-6-2　水道水10時間浸漬 異常なし

耐アルカリ性 JIS K 5600-6-1 飽和炭酸カルシウム水溶液に24h浸漬 異常なし

耐 酸 性 JIS K 5600-6-1 5%塩酸水溶液  点滴法 異常なし

塗膜の耐久性 JIS K 5600-7-4 耐湿潤冷熱繰返し 異常なし

耐 光 性 JIS K 6902 カーボンフェード Lab色差（ΔE）3以下
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