
充実のカラーラインナップ

金属だからできるクールなデザインと、上品で豊富なカラーラインナップ。
不動の人気を誇るガルスパンが、洗練されたスタイリッシュな外観を創り上げます。

Fダークメタリック

Fシルバーメタリック
コード：JGS4-206

Fネオブラック
コード：JGS4-202

Fカスタードイエロー
コード：JGS4-251

Fビターブラウン
コード：JGS4-258

Fオータムレッド
コード：JGS4-261

Fチタングレーメタリック
コード：JGS4-291

Fレイクブルーメタリック
コード：JGS4-292

Fモスグリーン
コード：JGS4-294

Fネオホワイト
コード：JGS4-270

Fシャンパンメタリック
コード：JGS4-299

Fダークメタリック
コード：JGS4-280

－

本体規格

働き幅

総　幅

厚　さ

重　量

入り数

張り方向

396mm

430mm

15mm

16.5kg/3.3m2

6枚

縦張り・横張り

長　さ 入り数面積

3,000mm
標準品

2.16坪（7.13m2）

4,000mm 2.88坪（9.51m2）

6,000mm
受注生産品

4.32坪（14.26m2）

2,780～8,000mm
（10mm単位で設定可）

・納期・配送・引き取り方法などにつきましては、事前に必ずご確認ください。
・「受注生産品」は、1色、1回のご注文につき1サイズ 5ケース以上の取り扱いになります。

Fミストアイボリー
コード：JGS4-237

NEW 3/1

太陽光に含まれる紫外線による塗膜の劣化防止、室内温度上昇の抑制など、耐候性・遮熱性に優れた塗装です。

紫外線・熱に強い「遮熱性フッ素樹脂塗装」で耐候性アップ

断面図（原寸大）
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カラーコーディネートプラン

シンプルモダンシンプルモダン
スタイリッシュな暮らしを好む方向きのスタイル。

陸屋根や片流れの屋根と、シンプルさと直線的なフォルムが都会的な雰囲気を生み出します。

モノトーンカラーやハイコントラストな色の組み合わせが個性を引き出します。

ガルスパンNEO-Jフッ素
色 ： Fダークメタリック

ガルスパンNEO-Jフッ素
色 ： Fシャンパンメタリック

金属の質感を最大限に活かしたメタリックカラーのコーディネート。
ハイコントラストで引き締まった外観は、都会的なイメージを好む方へ
おすすめです。

ガルスパンNEO-Jフッ素
色 ： Fオータムレッド

ガルスパンNEO-Jフッ素
色 ： Fミストアイボリー

明るいカラーに映える
Fオータムレッドを使用した、
やわらかい雰囲気のモダンスタイル。

印刷物につき実際の色とは多少異なる場合があります。

ガルスパンNEO-Jフッ素
色：Fネオブラック

ガルスパンNEO-Jフッ素
色：Fシルバーメタリック

ガルスパンNEO-Jフッ素
色：Fネオブラック



アイジーサイディングの特長

外壁材と断熱材をひとつにした独自のサンドイッチ構造

※1

※1：ガルバ鋼板は、55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板でアイジー工業㈱の登録商標です。

ガルバ鋼板

アルミライナー紙

ポリイソシアヌレートフォーム（断熱材）

耐食性に優れたガルバ鋼板（めっき量AZ150）を全商品に採用

ガルバ鋼板のめっき層は、粒状のアルミリッチ層を亜鉛リッチ層が網目状に取り囲んでいる構造になっています。
ガルバ鋼板はめっきに含まれる亜鉛とアルミニウムが最もバランスよく機能する組成となっており、優れた耐食性を発揮します。
めっきはAZ150（めっき付着量150g/m²）を採用。AZ120に比べめっきの付着量が多く、より高い耐食性を発揮します。

アルミ成分の多い箇所です。
めっき表面に「不動態被膜」を形成し、
鉄素地を保護します。

※2：亜鉛めっき鋼板とガルバ鋼板のめっき部の溶出量の比較

亜鉛成分の多い箇所です。
亜鉛は、鉄が錆びる前に自ら酸化物・水酸化物にな
り鉄素地を保護します。
これを「犠牲防食作用」と呼びます。 めっき層とは、アルミニウム：55%、亜鉛：43.4%、

シリコン：1.6%から構成されている層のことです。

亜鉛リッチ層

アルミリッチ層

めっき層

アイジーサイディングは、鋼板／断熱材／アルミライナー紙の
組み合わせによる一体成型品で、軽量性、断熱性に優れた外壁材です。
また、雨や雪にも強く、寒冷地では凍害の心配がありません。
各種防耐火認定も取得しており、新築からリフォームまで幅広くお使いいただけます。

「ガルバ鋼板」とは、「55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板」でアイジー工業㈱の登録商標です。
従来の亜鉛めっき鋼板に比べ、3～6倍※2の寿命を期待できます。特に、酸性雨、酸性雪に対して威力を発揮します。

熱貫流率[W/m2Ｋ］

1.79

1.62

2.72

3.78

6.12

ポリイソシアヌレートフォームは高い断熱性を発揮します

ガルスパン
ＮＥＯ-Ｊフッ素

（木片セメント系）

（コンクリート）

窯業系サイディング

ALCパネル

モルタル

15mm

15mm

16mm

37mm

20mm

ガルフィーユi

寒冷地では、外壁材が吸水し、凍結と融解を繰り返すことで基材が劣化する「凍害」という現象が見受けられます。
アイジーサイディングは表面材が鋼板のため、吸水がなく凍害の心配がありません。

「ガルフィーユ i」「ガルスパンNEO-J フッ素」の値は、JIS-A-1420 の
実測値で、その他の値は熱伝導率から算出した値です。

熱貫流率から断熱性能を比較しました。
「熱貫流率」とは、熱の伝えやすさを表した値で、
数値が少ない方が断熱性に優れています。
「ガルフィーユ i」「ガルスパンNEO-J フッ素」は
15mmの厚さでも、他の外壁材と比べ、優れた断
熱性能を持っていることがわかります。

アイジーサイディング 一般的な外壁材 凍害の例

金属だから寒冷地でも安心です

アイジーサイディングは断熱性に優れたポリイソシアヌレートフォームを採用し、他の外壁材と比較しても抜群の断熱性能
を誇ります。
高い断熱性で冷暖房費などの光熱費を削減でき、省エネルギーでCO2の削減に　貢献します。

雨や雪から家を守ります
独自のかん合形状とシール材で雨水の浸入を防ぎます。



アイジーサイディングの特長

かん合部が
スライドして
揺れに追従

胴縁

本体上部のみ固定

地震力

独自の工法で脱落防止
アイジーサイディングはかん合部の片側のみを固
定する構造となっており、地震時にはかん合部が
スライドして揺れに追従します。そのため、破損・
脱落の心配がありません。

36.4

18.8
17.3

5.03.6

ガルスパン
ＮＥＯ-Ｊフッ素 （木片セメント系）

窯業系
サイディング ALCパネル

（コンクリート）
モルタル

15mm 15mm 16mm 37mm 20mm

ガルフィーユi
重さ（ｋｇ/m2）

軽量なので地震に強い
アイジーサイディングは軽量のため、地震の際に建物にかかる負担を低減できます。
さらに独自の工法により、脱落の心配がありません。

他の外壁材との重量比較
1m2当たり「ガルフィーユi」が3.6kg、
「ガルスパンNEO-Jフッ素」が5.0kgと、
窯業系サイディングやALCパネルの1/5程度と軽量
です。

地震による建物への負荷は、建物の重量に比例し
て増大するため、建物の重量が重いと地震時の建
物の揺れ幅も大きくなります。
軽量なアイジーサイディングを使用した場合、建物
の重量も軽くなり、地震時の揺れ幅も小さくなりま
す。また、建物の柱や梁などの躯体にかかる負担
も低減できます。

地震力を大幅に低減

地震の揺れ

軽い建物 重い建物

建物の
負担が小さい

建物の
負担が大きい

安心の製品保証
登録いただいた建築物に対し、保証規定に基づいて保証します。（元請業者様に対して保証を実施しています）
詳しくは当社ホームページ、専門業者様向けのカタログなどで確認してください。

塗膜変褪色10年保証、赤さび・穴あき10年保証（遮熱性フッ素樹脂塗装品）
対応商品：ガルスパンNEO-J フッ素、ガルスパン SEi フッ素、ガルブライト Jフッ素、ガルステージ ZERO-J フッ素、NF
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遮熱性フッ素樹脂塗装鋼板
遮熱効果のない塗装鋼板

ブラックブラックブラック

FネオブラックFネオブラックFネオブラック

ビターブラウンビターブラウンビターブラウン

FビターブラウンFビターブラウンFビターブラウン

モスグリーンモスグリーンモスグリーン

FモスグリーンFモスグリーンFモスグリーン

カスタードイエローカスタードイエローカスタードイエロー

FカスタードイエローFカスタードイエローFカスタードイエロー

0

照射時間（分）

紫外線による色褪せを防ぎます
屋外における経年による劣化を想定できる、超促進耐候性試験を行いました。
試験時間1000時間（20年相当）の結果を見ても、塗膜表面の色褪せはほとんど見られません。

遮熱試験の測定結果

日射反射率試験の測定結果

ガルスパンNEO-Jフッ素 Fネオブラック色の試験体と、同形状の
ブラック色の比較試験体に対し、メタルハライドランプを照射し
た簡易試験の測定結果です。
20分の照射で約8℃の温度差が発生します。

0時間 400時間
（8年相当）

600時間
（12年相当）

1000時間
（20年相当）

同系色の塗装鋼板に光を当てたときの日射反射率の違いです。熱
を吸収しやすいブラックやブラウンなどの濃い色を比較してみる
と、遮熱効果のある塗装鋼板はより日射反射率が高いことがわか
ります。

アイジー工業㈱の社内試験による参考値で、性能を保証するものではありません。

＜測定条件＞室温：12℃、ランプの高さ：16cm、照射時間：20分
アイジー工業㈱の社内試験による参考値です。

波長域：300～2500nm（塗料メーカーデーターJIS K 5602）

日射による温度上昇を抑制します
遮熱効果の高い着色顔料の使用により、鋼板表面で太陽光の熱エネルギーを反射します。
鋼板の表面温度の上昇を抑制し、屋内への熱の侵入を低減します。

遮熱性フッ素樹脂塗装鋼板 遮熱効果のない塗装鋼板
屋外側

屋内側

反射熱
〈多い〉

侵入熱
〈少ない〉

屋外側

屋内側

反射熱
〈少ない〉

侵入熱
〈多い〉
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