
Bath Fit Panel
バスフィットパネル
浴室・水 り用化粧板



BFE 18312

BFG 18313

BFA 18327C

洗練されたデザインで

心落ち着く空間を

美しく、清潔に保つ

バスフィットパネル



■ 構成

Bath Fit Panel バスフィットパネル

水廻りの新築・改修に最適
リラックス空間を美しく演出する壁面材

抗菌・防カビ性

施工性

優れた施工性と洗練された意匠性を両立する、水廻り専用の壁面材。
デザインや施工用途によって使い分けられるよう、パネル40点※・フィルム22点をラインナップしました。※22点は受注生産品

バスルームや洗面所などの水廻り空間を清潔に保ち続けられるよう、抗菌・防カビタイプもご用意しました。

※SIAAの登録製品に関する詳細はホームページをご参照ください。

［SIAAマークについて］
SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。

［防カビ性の注意事項］
●防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
●防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。

軽量化された基材で持ち運び・施工がしやすいバスフィットパネル。新築・改修問わず使用できる、施工性・メンテナンス性に特化した製品です。

■ 改修イメージ

BFE 18311、BFP 18318

Before After

壁面・天井用

カッターでの
カット・穴開けも

かんたん

軽量なので
取り扱いかんたん

リフォームにも
最適な施工性

樹脂フィルム

3.2mm

ABS発泡基材

＊PET フィルムタイプは、SIAA 登録対象外です。

抗菌性 防カビ性

ご注意：バスフィットパネルは防火材料ではありません。不燃認定が必要な場合は、セラールバスルーム用をご使用ください。

●使用条件によってはカビが発生する場合があります。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

意匠性

3.2mm厚 加工性
イージー

メンテナンス

短工期 省コスト軽量

 品番※ シリーズ名 サイズ（mm） 厚さ 設計価格 重量 梱包入数
BFK-BA ソリッドカラー（天井使用推奨）

3×8
（910±2 × 2,430 -0,+8）

3.2mm

￥20,500／枚

約5kg  1枚※BFP-BA ウェーブライン（パール）
バイブレーション ￥20,500／枚

BFE-BA ウェーブライン ￥22,500／枚
BFG-BA ハイグロス（鏡面） ￥25,000／枚

BFP ウェーブライン（パール）
バイブレーション 3×8

（910±2 × 2,430 -0,+8）

￥18,500／枚
約5kg 2枚BFE ウェーブライン ￥20,000／枚

BFG ハイグロス（鏡面） ￥22,500／枚

BFP ウェーブライン（パール）
バイブレーション 4×8

（1,200±2 × 2,430 -0,+8）

￥24,000／枚
約6kg 2枚BFE ウェーブライン ￥27,500／枚

BFG ハイグロス（鏡面） ￥30,000／枚
※ 1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

■ 規格・設計価格
バスフィットパネル ［常備在庫品］ 常備

※ 受注生産にてオルティノバスルーム・水廻り用と同柄のバスフィットパネルが作成可能です。 
数量・サイズ・時期等により、表記以上の納期がかかる場合があります。詳細は最寄りの当社へお問い合わせください。

オルティノ バスルーム・水廻り用［常備在庫品］ 常備
品番 シリーズ名 サイズ 設計価格 厚さ
VBK ソリッドカラー

W1,220mm × L50m

￥4,600／m2 

約0.2mm
（離型紙を除く）

VBW 木目
￥6,300／m2VBQ マテリアル

VBM メタリック

バスフィットパネル −オルティノ貼り仕様−［受注生産品］　標準納期：2週間※ 受注
品番 シリーズ名 サイズ（mm） 厚さ 設計価格 重量 受注枚数

BFA
木目

3×8
（910±2 × 2,430 -0,+8）

3.2mm

￥22,500／枚 約5kg

2枚〜
（2枚単位）

マテリアル
メタリック

BFK ソリッドカラー
4×8

（1,200±2× 2,430 -0,+8）

￥27,000／枚

約6kg
BFA

木目
￥30,000／枚マテリアル

メタリック



BFG 18316 常備  

BFK 6004BA 3×8 常備

BFK 6004 4×8 受注

BFG 18314 常備  

NEW BFG 18343 常備  NEW BFG 18345 常備  NEW BFG 18344 常備  

BFP 18318 常備  NEW BFE 18342 常備  

BFG 18315 常備  

BFK 6008BA 3×8 常備

BFK 6008 4×8 受注

BFG 18313 常備  BFG 18319 常備  BFG 18320 常備  

BFE 18311 常備  

BFG 18317 常備  

BFK 6300BA 3×8 常備

BFK 6300 4×8 受注

BFE 18312 常備  
推奨目地色※ 1 ▶  嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 7

推奨目地色※ 1 ▶  嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 7

推奨目地色※ 1 ▶  嵌合タイプ 24G  / ABS・シリコーン 4

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 8

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 8 推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 22M  / ABS・シリコーン 4 推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 7

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 8

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 22G  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶  嵌合タイプ 24G  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 22M  / ABS・シリコーン 5 推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 22M  / ABS・シリコーン 推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 25G  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 21M  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 22G  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶  嵌合タイプ 25G  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 23M  / ABS・シリコーン 

推奨目地色※ 1 ▶ 嵌合タイプ 22G  / ABS・シリコーン 7

オルティノ▶VBK 6004 常備 オルティノ▶VBK 6008 常備 オルティノ▶VBK 6300 常備
NEW BFP 18341 常備  

バスフィットパネル 常備

WAVE LINE

SOLID COLORVIBRATION

HIGH GLOSS

ウェーブライン（PVCフィルム）

鏡面

【施工上のご注意】

ハイグロス（鏡面）BFGについては、施工
後２日間の養生時間をとってから、保護
フィルムを剥がしてください。

（PETフィルム）

バイブレーション （PVCフィルム）

＊PETフィルムタイプは、SIAA登録対象外です。

ソリッドカラー （PVCフィルム） ＊天井にも使用できる単色パネルです。

抗菌性

抗菌性

防カビ性

防カビ性

 柄方向性：無し　  柄方向性：タテ　  柄方向性：ヨコ【柄方向マークについて】

抗菌性 防カビ性

※2022年1月中旬発売

※2022年2月中旬発売

※2022年1月中旬発売

※2022年2月中旬発売 ※2022年2月中旬発売



BFA 18324C 受注

VBQ 18324C  常備

嵌合 21M  / ABS・シリコーン 7

BFA 18309A 受注

VBQ 18309A  常備

BFA 18310A 受注

VBQ 18310A  常備

BFA 18325C 受注

VBQ 18325C  常備

嵌合 21M  / ABS・シリコーン 7 嵌合 21M  / ABS・シリコーン 嵌合 23M  / ABS・シリコーン 

BFA 18306A 受注

VBQ 18306A  常備

BFA 18307A 受注

VBQ 18307A  常備

BFA 18308A 受注

VBQ 18308A  常備

BFA 18326C 受注

VBQ 18326C  常備

BFA 18327C 受注

VBQ 18327C  常備

BFA 18328C 受注

VBQ 18328C  常備

嵌合 21M  / ABS・シリコーン 7 嵌合 22G  / ABS・シリコーン 5 嵌合 23M  / ABS・シリコーン 嵌合 21M  / ABS・シリコーン 8 嵌合 25G  / ABS・シリコーン 嵌合 23M  / ABS・シリコーン 

BFA 18300A 受注

VBW 18300A  常備

BFA 18302A 受注

VBW 18302A  常備

BFA 18304A 受注

VBW 18304A  常備

BFA 18201 受注

VBM 18201 常備

BFA 18303A 受注

VBW 18303A  常備

BFA 18207 受注

VBM 18207 常備

BFA 18322C 受注

VBQ 18322C  常備

BFA 18321C 受注

VBQ 18321C  常備

BFA 18323C 受注

VBQ 18323C   常備

BFA 18305A 受注

VBW 18305A  常備

BFA 18204 受注

VBM 18204 常備

BFA 18301A 受注

VBW 18301A  常備

嵌合 22G  / ABS・シリコーン 3 嵌合 22G  / ABS・シリコーン 5 嵌合 22G  / ABS・シリコーン 4 嵌合 24G  / ABS・シリコーン 4

嵌合 22G  / ABS・シリコーン 嵌合 23M  / ABS・シリコーン 嵌合 21M  / ABS・シリコーン 7 嵌合 21M  / ABS・シリコーン 7 嵌合 23M  / ABS・シリコーン 嵌合 23M  / ABS・シリコーン 

嵌合 25G  / ABS・シリコーン 嵌合 25G  / ABS・シリコーン 

バスフィットパネル（オルティノ貼り仕様） 受注  ／オルティノフィルム 常備  ※このページのサンプルはオルティノフィルムのサンプルです。

嵌合タイプ樹脂ジョイナー 常備

METALLIC

MATERIAL

MATERIAL

WOOD GRAIN

マテリアル

マテリアル

ウッドグレイン

メタリック 抗菌性

抗菌性

抗菌性

防カビ性防カビ性

防カビ性

抗菌性 防カビ性

防カビ性

上からはめるだけ！
現場での施工性が
格段にアップします。

平目地用 見切り用

嵌合タイプ樹脂ジョイナーの施工には、必ず
シリコーンシーリング材を併用してください。

バスフィットパネル：BFP 18318 

ホワイト 21M（艶あり）
ZA-221MAU

アイボリー 22G（艶消し）
ZA-222GBU

ホワイト 
（艶あり）

21M

アイボリー 
（艶消し）

22G

グレー 
（艶あり）

23M

ブラウン 
（艶消し）

24G

ダークブラウン 
（艶消し）

25G

アイボリー 
（艶あり）

22M

カラーラインナップ

※1： 推奨目地色は柄によってパネルとの色調差が 
あります。現物サンプルにてご確認ください。

【推奨目地色※1について】 嵌合ジョイナー •••••••• 嵌合  
ABSジョイナー ••••••• ABS 

バスフィットパネル ••••••••••••••••••• BFA
オルティノ バスルーム・浴室用 ••••• VBM、VBQ、VBW

【品番表記について】



バスユカBath Yuka
バスルーム・脱衣所に快適さをプラスする浴室用シート
やわらかいクッション性で高い衝撃吸収率を発揮。断熱性にも優れ、ヒートショック対策にもおすすめです。

床面

バスユカ 

衝撃吸収性水はけ性防滑性接触温熱感
クッション性のある

発泡シートで
転倒時の衝撃を和らげます。

膝つき姿勢での
利用も楽に行えます。

特殊加工により、
シート表面に

水玉ができにくく、
表面の乾燥を早めます。

表面の微細な凸凹が
足裏にフィットし、

水に濡れても
滑りにくい構造に

なっています。

素足で触れても
ヒヤッとしにくく、

冬場のヒートショック
対策にもおすすめです。

■パターン図

BFF 24 BFF 25
ホワイト ライトベージュ
バスユカ専用シリコーン  ZA-51P24 バスユカ専用シリコーン  ZA-51P25

※バスユカは柄合わせできません。 （cm）

■パターン図 ■エンボス図

BFF 22 BFF 23 BFF 21
ブラウン グレー ブラック
バスユカ専用シリコーン  ZA-51P22 バスユカ専用シリコーン   

ZA-51P23
バスユカ専用シリコーン   
ZA-51P21

※バスユカは柄合わせできません。 （cm） エンボスリピート： 
タテ約47cm、ヨコ約45cm

※ 商品の発注に関しては下記例をご参照ください。 
例： BFF22（ブラウン）を1.8ｍ発注したい場合、 

品番 BFF22　サイズ M1.8　数量 1ROL（巻）と明記ください。
※ 掲載写真は印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。 

必ず現物サンプルにてご確認ください。

従来品BFF11M○○〜16M○○は受注・販売終了とさせていただきます。

BFF 22  ブラウン

用途
住宅浴室のリフォーム、病院、福祉施設の一般浴室、屋内温浴施設の浴室、
脱衣室

メンテナンス

一日を通して乾燥時間を取りにくい浴室や、常時お湯または水がか
りするような使用環境においては、表面が白くなる白化現象が起こ
る場合がありますが、製品の不具合ではありませんので予めご了承
ください。白化による性能への影響はなく十分に乾燥させると元の
状態に戻ります。

※浴室でご使用の場合は、メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要
はありません。スポンジ、デッキブラシ等で毎日汚れを取り除いてく
ださい。

ご注意
※屋内仕様です。直射日光の暴露を受ける屋外・半屋外での使用は避け

てください。
※浴槽内、サウナ室床にはご使用できません。
※バスユカは製法上の理由により柄合わせができません。ご了承ください。
※毛染め液、ある種のタオルなどに使われる染料で着色する場合があり

ます。ご使用を控えるか、付着後すぐに洗い流してください。
※ある種のゴム製キャスター、介護用品等による着色汚染を招く場合が

ありますので、ご注意ください。
※施工終了後、一晩養生したのち入浴していただくことは可能です。2〜

3日間はシール部へのブラシ清掃は避けてください。また、大型浴室等
でのキャスターの往来は2〜3日控えてください。

品番 サイズ 厚さ 設計価格

BFF 1,820㎜×1.0〜9.0ｍ/0.1ｍ単位 3.5mm ¥10,600/㎡
（¥19,290/m）

■ 規格・設計価格

※1.0m以上9.0m以下、0.1m単位で対応可能

衝撃吸収重視型
浴室床シート



※バスルーム工法は、専用接着剤を必ず使用し、防水テープと目地シリコーンを確実に施工し、水が接着面に入らないようにしてください。（接着面に水が入ると剥がれの原因となります。）
※浴室壁面へのバスフィットパネルの施工に際し、構造躯体が外気の影響を受けやすい場合、接着剤位置に結露跡が発生する場合があります。そのような場合は浴室換気を行ってください。

バスルーム施工方法および施工上のご注意

塗装面
ビス

けい酸カルシウム板

施工前処理

（1）塗膜を剥がす。
（2）けい酸カルシウム板を貼る。

●表面塗膜劣化による剥がれが考えられます。
下記のいずれかの前処理を行ってください。

※けい酸カルシウム板にバカ穴を
開け、適正皿ビスで躯体固定。

※けい酸カルシウム板の目地・ビス
挿入部にシリコーン充填。

1

専用プライマー塗布

割り付け位置

割り付け、専用プライマー処理
●バスフィットパネルの割り付けを行ってください。
●けい酸カルシウム板下地には予めプライマー（JW-900N）を
全面に塗布してください。

※プライマーご使用の際は、必ず説明書とＳＤＳをお読みください。

2

不陸（凹）
不陸（凹）

横方向 縦方向

不陸測定
●直定規や下げ振りを用いて不陸を測定してください。

3

不陸調整、専用仮留めテープ貼り、専用防水テープ貼り
●凹んだ箇所に1mmおよび3mm厚専用仮留めテープを重ね貼りし、
専用仮留めテープ表面レベルを出してください。専用防水テープ
は1mm厚くなるようにしてください。

4 専用接着剤・塗布
●専用接着剤SE-8をご使用ください。
■注意：バスフィットパネル外周への接着剤塗布は必ず行ってください。
※不陸5mm未満の場合に限ります。

5 貼り付け、圧着
●下端はシリコーンを充填した見切りジョイナーを使用してください。

6

シーリング処理
●バスフィットパネル端部をアイカ抗菌・防カビシリコーンで
シーリングしてください。

7 仕上げ（保護フィルム）
ハイグロス（BFG）については、施工後２日間の養生時間をとり、
保護フィルムを剥がしてください。

8

新設下地
推奨（プライマー必要）
t 12mm 特類広葉樹合板
t 8mm けい酸カルシウム板（推奨8mm以上）〔比重1.0〕
モルタル （含水率4.5%以下、平滑な金コテ仕上）

リフォーム
タイル（プライマー不要）
ユニットバス  その他はお問い合わせください。

天井施工方法についてのご注意

●バスフィットパネルの重量は2.2kg/m2です。
●パネルの落下やたわみ発生の恐れがある
ため、サイズは4×4尺以下としてください。
●防水テープ・専用接着剤・仮留めテープは
下地側に塗布してください。

下地についてのご注意 その他ご注意

●カット面は目の細かいサンドペーパーを当木にそえて軽く糸面取りしてください。
●目透かしシーリング納めの場合、カットしていない面も軽く糸面取りしてください。
●バスフィットパネル本体に器具等を取り付ける場合は、接着剤や吸盤等でパネル表面に固定しないでくだ
さい。またビス固定をする場合は、保持力のある下地に取り付けてください。（ビス穴へは止水処理をして
ください）。

安全対策
溶剤系プライマー等を使用する際は、「安全にご使用いただくために」に次の項目を追加実施ください。
①換気には十分注意する。 ②火気および換気に十分注意する。③皮膚に触れないようにし、必要に応じて
有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用する。

器具固定についてのご注意 結露跡についてのご注意

●器具を固定する部分には接着剤をあらかじめ塗布してください。
●バスフィットパネル本体に、器具等を取り付ける場合は、接着剤や
吸壁等でパネル表面に固定しないでください。
また、ビス固定をする場合は、保持力のある下地に取り付けてください。
（ビス穴へは止水処理をしてください。）
●必ずビス径より大きな穴（通し穴）を開けて下地に固定してください。
●接着剤が無い部分に器具を固定する場合には、バスフィットパネルに
通し穴を開け、接着剤を注入してください。
●接着部分に水が入ることを防ぐため、プラグおよび通し
穴にシリコーンを充填してください。
●ビスの締めすぎに注意してください。（締めすぎによる割れ、ひずみの防止）

●構造躯体が外気の影響を受けやすい場合、
接着剤位置に結露跡が発生する場合があります。
あらかじめご承知のうえご利用ください。

●結露跡は換気すると解消します。
●接着剤は施工案内に準じて直線上に塗布してくだ
さい。（目立ちにくくなります。）
●濃色のパネルほど、結露跡が目立ちやすい傾向が
あります。

結露跡が接着剤
位置に発生します。

オルティノ（PVCフィルム）施工上のご注意

水廻りへの施工に関しては、耐水性のある基材を使用し、フィルムの継ぎ目部分は重ね貼りやコーキング処理などの湿気対策を施してください。
その他の注意事項は、オルティノカタログ（M826）をご確認ください。

接着剤

シリコーン

バスフィット
パネル

シリコーン
プラグ

コンクリート

専用防水テープ

シーリング処理

約30mm
重ね貼り

約30mm

約30mm

下端ジョイナー内部にシリコーン充填

ジョイナー納まり

バスフィットパネルの詳しい
施工説明は2次元コードから
ご参照いただけます。

P r o d u c t   I n f o r m a t i o n

Bath Fit Panel



シリコーン充填

納まり図

バスフィットパネル シリコーン躯体

防水テープ

ドア枠

専用仮留めテープ専用接着剤

3

ドア枠廻り

見切り／嵌合タイプ樹脂ジョイナー

壁ー床・防水パン

壁ー天井／シリコーン 壁ー天井／ジョイナー

バスリブ防水テープ

専用仮留めテープ

専用接着剤

バスフィットパネル

シリコーン3

躯体

防水テープ 躯体

バスフィットパネル

専用仮留めテープ

専用接着剤
シリコーン

3

※天井を先に貼り、壁面側で支えてください。

出隅／嵌合タイプ樹脂ジョイナー

平目地／シリコーン 平目地／嵌合タイプ樹脂ジョイナー

入隅／シリコーン 入隅／嵌合タイプ樹脂ジョイナー（10R以下）

バスフィットパネル

嵌合タイプジョイナー

専用接着剤

バスフィットパネル

嵌合タイプジョイナー
専用接着剤

バスフィットパネルシリコーン

躯体

防水テープ

3

専用接着剤

専用仮留めテープ

防水テープバスフィットパネル

躯体

専用仮留めテープ

専用接着剤

シリコーン

3

専用仮留めテープ 専用接着剤

防水テープ

バスフィットパネル

見切りジョイナー

シリコーン充填

防水テープ

防水テープ

シリコーン充填

バスフィットパネル
コ型見切り
ジョイナー シリコーン充填躯体

防水テープ

ドア枠

専用仮留めテープ 専用接着剤

嵌合タイプジョイナー

壁紙

専用接着剤

バスフィットパネル
シリコーン充填

シリコーン充填

防水テープ

バスフィットパネル
嵌合タイプ
ジョイナー

専用仮留めテープ

専用接着剤

シリコーン充填

防水テープ

※バスフィットパネルは床
面へのみこませないでく
ださい。バスユカは壁面
と3～5mmのクリアラン
スをとり、パネル端部は
必ずシリコーン充填した
ジョイナーにて水仕舞い
の処理をしてください。

※バスフィットパネル
のはがれのおそれが
あるため、パネル端
部は必ずシリコーン
充填したジョイナー
にて水仕舞いの処
理をしてください。

施工部材の施工方法

●パネル端部・開口部・切り欠き部にジョイナーを使用する場合は、防水テープを
ジョイナー裏面の脚の長さ分控えて貼ってください。
●嵌合タイプ樹脂ジョイナーは先にベース材を下地側へ専用接着剤や両面テープ等
を使用して取り付けてください。パネル施工後にシリコーンシーリング材を充填して、
ベース材にカバー材を嵌合させます。必ずシリコーンシーリング材を併用してください。
取り付け時に、はみ出したシリコーンシーリング材は速やかに拭き取ってください。

専用接着剤
防水テープ

バスフィットパネル
見切りジョイナー
シリコーン充填

専用接着剤
バスユカ

専用仮留めテープ

バス床専用シーリング

F☆☆☆☆
J A I A

カビに対し増殖
抑制効果を示します。

F☆☆☆☆
J A I A

防水テープ（バスフィットパネル目地・端部に必ず使用）

バスルーム工法用仮留めテープ 専用溶剤系プライマー専用仮留めテープ（不陸調整用）

ZK-5B
¥16,400/200本

アクリル系
ZK-31
¥42,000/40巻

ポリウレタン樹脂系
JW-900N
¥2,400/缶 3mm厚×20mm巾×200mmの

短冊が400本入っています。
標準施工量：約40本/3×8サイズ

ZK-5A
¥28,000/400本

3mm厚×20mm巾×200mmの
短冊が200本入っています。
標準施工量：約40本/3×8サイズ

ZK-2B（不陸1mm未満用）
¥8,100/梱包
梱包内容
［枠・窓・端部見切・出隅・入隅部分の
防水テープ］
3巻（1mm厚×15mm巾×15m/巻）
［平目地部分の防水テープ］
1巻（1mm厚×30mm巾×15m/巻）
標準施工量：1.0坪の浴室/1梱包
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、
壁面と天井の入隅は15mm巾の
防水テープをご使用ください。

ZK-4B（不陸5mm未満用）
¥15,900/梱包

※天井にバスフィットパネルを貼る場合、
壁面と天井の入隅は40mm巾の
防水テープをご使用ください。

梱包内容
［枠・窓・端部見切部分の防水テープ］
2巻（4mm厚×15mm巾×10m/巻）
［平目地・入隅防水テープ］
3巻（4mm厚×40mm巾×10m/巻）
標準施工量：0.75坪の浴室/1梱包

バスルーム専用接着剤 抗菌・防カビシリコーン
抗菌・防カビシリコーン
カラーバリエーション

□3 □4 □5 □7 □8

OLO LRO DGR DBR

アイカ ジョリシール シリコーン樹脂系
JK-57T□（色品番：□3□4 □5□7□8）
JK-57T■（色品番： 　　　　　 　   ）
¥1,600/本

OLO LRO DBR

梱包：10本/ケース×2　320　カートリッジ/本
※参考塗布長さ12～15m/本
●品番内□、■に該当する色品番を入れてご発注ください。

●推奨目地色は抗菌・防カビ
　シリコーンの色品番を
　示しています。

（例）

の場合 となります

JK-57T□推奨目地色 ： □5ペールベージュ

抗菌・防カビシリコーンは

5

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-8
¥1,500/本

不陸5mm未満で耐水性が必要な場合

梱包：20本/ケース
 333　 カートリッジ/本
標準施工量：
不陸5mm未満 4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満 1本/3×8サイズ 1枚分
（バスルーム用のため、一般用とは塗布量が異なります。）

ZK-32
¥6,500/5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻

梱包：2缶/ケース　1kg/缶
標準施工量：1ケース/3×8サイズ
 　　　8～10枚分
用途：合板・ケイ酸カルシウム板・
　　　モルタル下地に必要です。

DGR

バスルーム壁面用施工部材



形状 図面 納まり図 カラー 梱包入数 品名 設計価格（／本）

平目地用 2本入 ZA-2□□□AU2 ￥2,600

20本入 ZA-2□□□AU20 ￥1,400

見切り用 2本入 ZA-2□□□BU2 ￥2,600

20本入 ZA-2□□□BU20 ￥1,400

出隅用 2本入 ZA-2□□□CU2 ￥3,600

20本入 ZA-2□□□CU20 ￥1,900

入隅用 2本入 ZA-2□□□EU2 ￥3,600

20本入 ZA-2□□□EU20 ￥1,900

形状 図面 納まり図 カラー 梱包入数 品名
（□■：色品番） 設計価格（／本）

見切り用

B形状

-
3 4 5 7 8

2本入
ZK-202□B

￥1,800
ZKB 202■

G
- - 20本入

ZK-220□B
￥800

ZKB 220■

ホワイト（艶あり） 

21M

アイボリー（艶消し） 

22G

グレー（艶あり） 

23M

ブラウン（艶消し） 

24G

ダークブラウン（艶消し） 

25G

アイボリー（艶あり） 

22M

嵌合タイプ樹脂ジョイナー 長さ：3,075mm ※使用する場合は必ずジョイナー内部にシリコーンを充填してください。

ジョイナーの表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。なお、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り
洗剤などは表面傷の原因となりますので使用しないでください。万が一、上記注意の薬剤や酸性またはアルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。表面変色や変形の原因となります。

ジョイナー

バスユカ詳細情報

ABS ジョイナー 長さ：3,075mm ※使用する場合は必ずジョイナー内部にシリコーンを充填してください。

※品番内□□□には色品番 21M 、22M 、22G 、23M 、24G 、25G を入れてご発注ください。

※品番内□には色品番 3 、4 、5 、7 、8 を、■には色品番 、 、 を入れてご発注ください。

工法

端部仕上げ処理・継目処理

12

15

3.
2

16
.28

3.
2

3.2

14
.79

3.
2

3.2

12

15

3.
2

住宅浴室リフォーム、老健施設個浴室など2.5m2以下の小面積施工に便利な施工キット
バスユカ専用施工キット 

下地調整剤 (FRP 下地用）

設計価格 ¥12,500／セット

設計価格 ¥7,000／セットZA-55 500gセット

バスユカの色に合わせた
専用シリコーン入りのパッケージ

内容

工法名 下地 接着剤

耐湿工法
湿気のおそれのある

モルタル・
コンクリート下地

バスユカ専用
セメント

工法名 下地 端部処理剤

耐湿工法
湿気のおそれのある

モルタル・
コンクリート下地

バスユカ専用
シリコーン

※壁際等、シート端部はバスユカ専用シリコーンで仕上げてください。

※1セラミックタイル下地専用補修剤　　　
FRP樹脂下地の場合はお問い合わせく
ださい。

下地がFRPの場合はバスユカ専用施エキット同梱の
バスユカ専用クイックレベラ一（タイル下地用）の代わりに使用してください。

バスユカ専用
施工キット品番 バスユカ品番

ZA-51P21 BFF 21

ZA-51P22 BFF 22

ZA-51P23 BFF 23

ZA-51P24 BFF 24

ZA-51P25 BFF 25

❶バスユカ専用セメント
❷バスユカ専用シーリング
❸クイックレベラー※1

❹かくはん容器
❺ヘラ
❻ハケ
❼マスキングテープ

1ｋｇセット
1本（333ｍｌ/本）
1袋（1ｋｇ）
2個
1個
１個
2個（18m/個）

❶

❷

❺❻

❸

❹

❼



①バスルーム天井パネル

②防水シート

④
廻り縁

③防水シート施工用
　両面テープ

バスフィットパネル

■防水テープ
　ZK-2B　1mm厚×15mm巾×15m/巻

ZK-2B　1mm厚×30mm巾×15m/巻 1巻

3巻

■専用プライマー
　JW-900N　1kg缶
■専用接着剤
　SE-8
■専用仮留めテープ
　ZK-31（不陸調整用）1mm厚×20mm巾×10m/巻

セット内容 セット内容

2缶

8本

8巻

1巻

1巻

2本

2巻

■不陸1mm未満の場合 ■不陸5mm未満の場合

■専用プライマー
　JW-900N　1kg缶
■専用接着剤
　SE-8
■専用仮留めテープ
　ZK-5A　3mm厚×20mm巾×200mm  短冊

■防水テープ
　ZK-4B　4mm厚×15mm巾×10m/巻

ZK-31（不陸調整用）1mm厚×20mm巾×10m/巻

ZK-4B　4mm厚×40mm巾×10m/巻

セット内容 セット内容

1缶

2巻
320枚

2巻
3巻

1巻
80枚

1巻
1巻

32本 8本

①アイカバスルーム天井
　パネル
ｔ9.1×有効巾300
×L2,000mm

※天井の対応サイズ：
（最大1,800×2,000）ホワイト色

ZK-90 ¥40,500/セット

6枚

セット内容

②防水シート
t0.1×巾1,000
×L2,000mm

③防水シート施工用
　両面テープ
t1×巾20mm
×10m/巻

④廻り縁
L2,000mm

アイカバスルーム天井パネルセット
■セット内容
　梱包：段ボールケース入／セット

バスルーム専用
施工キット

バスルーム専用
施工キット

※上記のアイテム①～④は1梱包での出荷となります。

ご案内
◎アイカバスルーム天井パネルは、天井仕上げ材で
す。壁仕上げ材には使用できません。
◎アイカバスルーム天井パネルは、防火材料ではあ
りません。施工に際し、建築基準法・火災予防条例
などの法令・法規に従って施工してください。バラ
ンス釜を使用するバスルームなど、内装制限が適
用されるバスルームには使用できません。

ホワイト：1色のみとなります。

硬質発砲ウレタン アルミ蒸着フィルム

UV塗装

軟質
SPVC

■製品構成

製品図

2枚

2本

4本

パネルカラー

バスルーム専用施工キット

安全に関するご注意 ：製品の使用、取り扱い、保管については、必ず「施工説明書」をお読みください。
お手入れに関するご注意 ①柔らかいスポンジを使用し、タワシ類は使用しないでください。研磨剤入りのクレンザーは使用しないでください。

②壁パネル表面の汚れは、柔らかい布かスポンジに中性洗剤をつけてから拭き取り、その後水拭きしてから乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。
③クリーニング用洗剤について、次亜塩素酸系・強酸系のものが表面に長時間残ったり、研磨剤が入ったもので表面をこすったりすると、表面が変化する恐れがあります。

■バスルーム天井用

ZK-26
¥11,000/セット
施工量（3×8サイズ 2枚用）

■バスルーム壁面1坪用

ZK-25
¥34,100/セット
施工量（3×8サイズ 8枚用）

■バスルーム天井用

ZK-23
¥27,800/セット
施工量（3×8サイズ 2枚用）

■バスルーム壁面1坪用

ZK-22
¥90,200/セット
施工量（3×8サイズ 8枚用）

●改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
　また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）
●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。　●製品は内装専用です。
●日光がよく当たる部位に製品を使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化（変色・退色）する可能性があります。 
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14：00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

http://www.aica.co.jp/ アイカ工業

業務用

アイカ工業株式会社
ISO  9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。●アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471 TEL〈052〉409-8313〈0120〉525-100
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