
QU(コLily SompLe薄雪芸蓋だ言蒜値村｡

U-17アイボリー

【透光率1 0.3%]

ゥル.ラマックス⑧囲=

㊨ Brillk]nI Co一ors

stock Colors

∪-01ロイヤルブルー

【透光率0.03%]

∪-02ライトブルー

[透光率0.4%]

U-03アクアブルー

【透光率2.2%]

∪-06ダークグリーン

[透光率0.02%]

U-07グリーン

[透光率0.08%】

U-08スカイグリーン

[透光率0.5%】

∪-04エメラルドグリーン　★㊥　　　　　∪-09フォレストクリーン

[透光率0.85%] [透光率0.05%]

∪-10ライトグリーン

[透光率2.4%]

品番 仗���+x+2�デﾒ宙���厚さ (nrT1) 俯�｢��ﾆﾓ"��引弓長強さ 劔伸び率 刪�##S 劔耐水度 (rTln) ��ｨﾘyYB���4�8ｨ�ｸ7i�ｲ�タテ 刄�R 刄^テ �8�5"�タテ 刄�R 

(kgy3cm) 嫡�&6ﾒ��(kgfJ3cm) 嫡茱66ﾒ��(%) 窒R��(kgf) 嫡竰�(kgf) 嫡竰�

ウルトラマックス⑳ ���8�經��#�8�經��0.47 鉄c��160 ��Sc��135 ��3#2�25 �3��9 塔��10 涛��1500以上 ���ﾘ6�5b�

試験方法 筈�4ﾃ��澱�價ISL1096A法 劔價ISL1096A1法 劔JlSL1092A法 �9h��d��
(ストリップ沫) 劔� 劔(低水圧法) ��c��.俣cX�縱&��

※上記物性データはJISの定める測定法及び当社法に基づいた測定値でJgTo



∪一日イエロー

[透光率1 3.1 %】

∪-12オレンジ

[透光率2.5%]

U-13レッド

[透光率1.1 %]

∪-28ピーチ

[透光率1.7%]

∪-29パープル

[透光率0.0 1 %]

∪-27ブラウン

[透光率0.02%】

U-17アイボリー

【透光率1 0.3%]

U-21シルバー

[透光率0.06%]
血注意1 △注意2

∪-22ホワイトシルバー　　　★●

[透光率0.4%]
△注意1血注意2

∪-18ホワイト

[透光率1 0.5%】

∪-20ブラック

【透光率0.005%]

★防汚処理層は全色フッ素系となります｡

★別注色はロット1 ,500mより承ります｡

△注意1 U-21シルバー､ U-22ホワイトシルバーは着色層が表面にありますので縫製及び取り扱いの際には､表面をキズつけぬようにご注意願いますo

血注意2 U-21シルバー､ U-22ホワイトシルバーは別価格となります｡

直垂亙本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工､または使用すると事故やケガの原因となります.必ずデータに適合する使用条件

内で製品を加工または使用してください｡

直亘劃裏面の注意事項をよく読んで正しくお使いください｡

建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)
MMEM-9036

建築基準法施行令第1 09条の5第一号に関する

認定番号　UW-9019

建築基準法第84条の2､施行令第1 36条の9､令第1 36条の1 0､令第1 36条の1 1

平12建告1443号JlSA 1322防炎2級合格

(財)日本防炎協会

防炎製[]E=1]番号　F-05043



a New telhnotOgY

ウルトラマックス⑧エクストラクリーン
A ‥ ･-　二'.;-I-~~.∴二:一千-ppJJ茸空事出しぎ､ぎ

『防清厩鈎構成』

Quc州y S(コmPIe 良 Stock Co一ors
※透光率のデータは当社法による淘定価です｡

EX-1 7アイボリー

[透光率1 0.3%]

屋外曝喪12ケ月(埼玉県草加市､南向き)

F新防汚加工の特徴』

防汚性に優れるPVDF樹脂(ポリプツ化ビニリデン系樹脂)

をベースとした特殊配合樹脂と親水性に優れる特定の

無機質微粒子の組合せで優れた防汚性を発揮します｡

汚れを

付きづらくします♯濡悪賢=35す

↓

EX-18ホワイト

[透光率1 0.5%]

防汚加工の種類 �隍�延�,�*�*�.冉���ｲ���9dI�ｹ�ｲ�
傾斜部 ��)+ﾉYB�

PVDF樹脂コート ��ｲ�× �9h��V��ｲ�ﾞﾘ.稲h.欝ｹwh,�+R�
(ポリプツ化ビニリデン湖脂) i 冲H.ｨ.��雨筋が目立つ ��ﾈ��V����ﾞﾘ.稲h.欝ｹwb�

! 毒 I 篭超親水性樹脂コ-卜 ��ｲ�○ ����

(他社品) r I 冲H.ｨ.��優れる 俥ﾘ.稲h.欝ｹwb�

1 l :薪防汚加工 l ��ｲ�○ ��ｲ�

LEX'(JIL吾lF,dJ,軍./@, 冲H.ｨ.��優れる 俯x.稲h.欝ｹwh,�+R�
※縫製方法:ライスタ-溶着･クエルダー溶着･パフ溶着

★別注色はロット2,000mより承ります｡但し､濃色系は折れジワが目立ちやすくなりますのでご注意ください｡

匡重責コ本カタログの中のデータに適合しない使用条件で製品を加工､または使用すると事故やケガの原因となります｡
必ずデータに適合する使用条件内で製品を加工または使用して下さい｡

直垂二司裏面の注意事項をよく読んで正しくお使い下さい｡

㌍ 宅品番 仗���+x+2�厚さ 俯�｢�~~~~~~~~~~亨r張弓葺き 劔伸び率 刪��ｭさ 劔耐水度 ��ｨﾘyYB���

タテ 凵ﾎコ 刄^テ ���5"�タテ 凵ﾎコ 

(cm)(m) 中�%Fﾂ��(g/m2) 霧vfﾃ66ﾒ�Nl3cm 鵡�d�66ﾒ�Nl3cm 窒R��(%) 鵡�b�N 鵡�b�N 中ﾖﾒ��耐クノー7位 

∃ウルトラマックス㊥ HEX(エクストラクリ-ン) ���8�經��0.47 鉄c��160 ��Sc��135 ��3#2�25 �3��9 塔��10 涛��1500以上 ���ﾘ6�5b�

!試験方法 筈･4ﾃ��澱�價ISL1096A法 劔價 滅4ﾃ��電��d��價ISL1092A溝 �9h��d��
(低水圧法) 免ﾃ��.�CcX�縱&��

※上記物性データはJISの定める測定法及び当社法に基づいた測定値です｡

建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質) ; ≡建築基準法施行令第1 09条の5第一号に関する

MMEM-9036　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H認定番号　UVV-9019

建染基準法第84条の2､施行令第136条の9､令第136条の10､令第136条のI i i (.財)日本防炎協会

平12珪告1443号JIS A 1322防炎2級合格　　　　　　　　　　　　　　　L防炎製品番号　ト05043



ウルトラマックス㊥タイyC
Quql汁y Somple Stock Colo｢S

C-1 8ホワイト[透光率6.7%]

C-01ロイヤルブルー[透光率0.01%]

C-09フォレストグリーン【透光率0.01 %]

C-1 7アイボリー[透光率8.1%]

C-1 8ホワイト[透光率6.7%]

C-21シルJト[透光率0.01%]宝悪霊

※表面の色相は､ウルトラマックス.3

の同一色相名と同じですo

(△注:事面注意事項1 2を参照して下さい)

ii:･透光率のデータは当社法による朔定価ですo

★防汚処理居は全色フッ素系となります｡

★別注色はロット1500mより承ります｡

△注鷺1 C-21シルバ-は､別価格となります｡

△注鷺2 C-21シルバーは､ *色JFが表面にありますので連載及び

取り壊いの際には､表面をキスつけぬようにご注意月いますC

△注暮　本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工､または使用すると事故や

ケガの原田とか)fす｡必ずテータに適合する使用条件内で製品を加工または使用

してください｡

i△注l Jt面の注意事項をJ:く読んで正しくお使いくださいo

品番 仗����6ﾘ�｢�長さ [m] 迫B�ﾆv�(�｢�厚さ 【mm] �姐ﾉ+xｺﾘ+2�劔�ﾈ-�zb���H�+2�劍�ﾙh�mY�ｲ�耐水度 [mm】 ���i�ｲ�接合部引鵠硬さ 劔捷合廿 封クリ-プ性 タテ 刄�R 刄^テ �8�5"�タテ 凵ﾎコ 劔�5�6R����5"�

Kgtncm 不66ﾒ�Kg肋n1 比&4･Fﾂ�% 坦�Kgf 披�Kgf 披�剩ｶwD&6ﾒ�N 噺w�66ﾒ�N 

叫トラ77クス㊥ タイプC ���2�50 田���0.55 ��c��1568 ��3R�1323 �#��30 ��B�137 ��R�147 ��ｶwB�����������腰�ﾘ,�+R�2000 以上 蔦#X���腰�ﾘ,�+R�155 ��S���130 ��#sB�60℃ 1/10荷重 6H 異常なし 

試験方法 筈�4ﾆﾄ�b�筈�4ｳc3#��幡ﾅ4ﾃ��電�d��劔幡ﾅ4ﾃ��電9ir�剩､�4ｳc3#��JISLlm2 筈�4縱��"�JISL1096A法 (ストリップ法) 劔JISK6859 
(ストリップ法) 劔�(トラペゾイド沫) 劔(スコット法) ��ir��.��X�9d���俘(�FyIi(X8�6(7hｽ��C�ﾖﾒ�劔5ｹ*ｨ專w�ｨ7hｽ��C�ﾖﾒ�

※上記物性データはJISの定める朔定法に基づいた淵定価ですo

建築基準法第37条第二号に関する認定番号(建築材料の品質)
MMEM･9035

建築基準法施行令第1 09条の5第一号に関する

認定番号　UW-9018

建築基準法第84条の2､施行令第1 36条の9､令第1 36条の1 0､令第1 36条の1 1

平12建告1443号JISA 1322防炎2級合格

(財)日本防炎協会

防炎製品番号　F-07037

盟牽
ウルトラマックス.⑧スーパークリーン⑧
P　　　とコスト＼フ:51-ヾ-ン^の追求　羊やン=スFJ･ここまて進化しました

Quc冊､7-2 Scml画e　& S†oCk Co当りrs

SC-1 7アイボリー[透光率10.3%] SC-1 8ホワイト[透光率10.5%]

鍔優れたコストパフオ-マンス
ウルトラマックス@スーパークリーン㊥はハイクレ-ド防汚商品です

坑新技術の導入によりコストアップを極限まで絞り込み､優れたコ

ストパフォーマンスを実現しました｡

巌削り取り無しで溶着OK
防汚性能の高い膜材では､しばしば予め溶着部の表面を削りとる等

の手間がかかるケースがありますが､ウルトラマックス㊥スーパー11ノ
-ン簿は一切そのような準備は不要です｡通常のウルトラマックス㊤と

同様に高周波ウエルグ一･ライスター･パフで溶着していただけます｡
･:=･透光率のデータは当社法による瀬定血ですo

★別注色はロット2,000mより承りますo但し､濃色系は折れジワが目立ちやすくなりますのでご注意ください｡
て△注暮!本カタログの中のデータに適合しない使用条件で製品を加工､または使用すると事故やケカの原因となりまも必ずデータに適合する使用条件内で動品を加工または使用して下さいD

;△注t i暮面の注意事項をよく証んで正しくお使い下さいo

品番 仗���+x+2��6ﾒ中ﾒ��厚さ (mm) 冉hﾅﾂ��ﾓ"��引写長強さ 劔伸び率 刪��ｭさ 劔耐水度 (rrtn) ��ｨﾘyYB���4�8ｨ�ｸ7i�ｲ�タテ 凵ﾎコ 刄^テ ���5"�タテ 刄�R 

kgtBcn 疲�5EFﾂ�kqtbcrTl 比&6ﾒ�(%) 窒R��kgf 披�kgf 披�

ウルトラマックス㊨ SC(スーパークリーン○) ���8�經��0.47 鉄c��160 ��Sc��135 ��3#2�25 �3��9 塔��10 涛��1500以上 ���ﾘ6�5b�

試験方法 筈�4ﾃ��澱�價 冤SL1096A法 劔JISL1096A1法 劔JISL1092A法 �9h��ir�
(低水圧法) �����.�CcX�縱&��

※上記物性チークはJISの定める測定法及び当社法に基づいた瀦定価ですo

廷菓星拳法第37条第二号にはjする認定番号(建染材料の品質紺淫染基準法施行令第1 09条の5第一考に関する
Mk1EFv1-9[旧6　　　　　　　　　　　　　　　　　　･ ;認定番号　UVU-9019

迂崇基準法第84菜の2～施行翁第136条の9､毛第136菜の10､令第136采の目:百村事Ei茶防炎協会
l

平12謹告1443号JiS A 1322防三二三2頂合桔　　　　　　　　　　　　　　　書: h''L宍製品番号　F-05043


