
                        

 
 
 

 
進化した屋根シート防水「ハイタフ EG」の販売開始について 

 
 

三晃金属工業株式会社（代表取締役社長 右田裕之）は、屋根シート防水システム「ハ

イタフルーフ」をさらに進化させ、新たに「ハイタフ EG」の販売を 2018 年 4 月より開始

することと致します。 
 
ハイタフルーフは、当社が 1987 年に米国から基本技術と材料を導入した機械固定工法に

よる屋根シート防水システムです。発売以来、高い評価をいただき今日までに 750 万㎡を

越える施工実績を誇る工法ですが、このハイタフルーフの性能をさらに進化させた「ハイ

タフ EG」シート防水システム（米国 GAF Materials Corporation の製品名：Ever Guard 
TPO 60mil 防水シート採用）を新たに販売することと致します。 
「ハイタフ EG」の基本構成は、ハイタフルーフと同様、防水シートと断熱ボードを下地

のデッキプレートに機械固定する外断熱シート防水です。ハイタフルーフの厚み 1.14mm
シートに較べて「ハイタフ EG」では厚み 1.52mm シートと約 30％厚いシートを採用する

ことで、より耐候性・耐衝撃性・耐風圧性を向上させております。 
また、熱可塑性エラストマー系のハイタフ EG シートは、環境汚染や人体への影響懸念

の少ない環境に配慮した材料で構成されており、シート同士の接合にも有機溶剤を用いな

いため、安全な作業環境を確保することができ、現在でも米国における屋根シート防水材

の主流となっております。 
そのなかでも「ハイタフ EG」の防水シートを製造・販売している GAF Materials 

Corporation は、1886 年創業の屋根材料を中心とする建材を製造・販売する米国メーカー

（年間売上約 3,000 億円超）であり、防水シートのリーディングメーカーとしての高い技

術力と生産量を誇っています。当社は、このように品質・経営的に優れた GAF Materials 
Corporation の防水シートが外断熱シート防水に最善と判断し、わが国における独占供給契

約のもと、「ハイタフ EG」シート防水システムを採用してまいります。 
「ハイタフ EG」は、従来からの環境（Environment & Green）への優しさはそのまま

に、さらに進化した高性能シート防水システムとして、皆様のご期待に応えるものと確信

しています。 
 

 
 



高　耐　候　性 ハイタフEGシートは可塑剤や軟化剤をほとんど含まないため、これらの揮発や移行によるシートの
経年変化が少なく耐候性に優れ、厚みを増したことによってさらなる高耐候性を実現。

高 耐 衝 撃 性 屋上防水シートとして高い基本性能を持っているハイタフEGシートが、厚みを増すことによって、
従来シート厚み1.14㎜に比べ耐衝撃性が向上。

高 耐 風 圧 性 ポリエステルメッシュスクリムを積層した補強複合シートは、厚みを増したことによって、さらに高い
耐風圧性を発揮。

高　水　密　性 シート重ね部を熱風で一体化する熱風融着工法。この工法は、強度･防水性に対し最も信頼がある。
さらにデジタル熱風融着機の完全導入により、高い水密性を実現。

省エネルギー効果 ハイタフEGシートは日射高反射機能を有し、屋上面の温度上昇を抑制する遮熱性能と外断熱工法
との組み合わせにより建物内部の快適さや、空調コストの低減に優れた効果を発揮。

屋根の軽量化に貢献 シンプルな構成(デッキプレート＋断熱ボード＋ハイタフEGシート)により屋根の大幅な軽量化を実現。
構造部材の経済的な設計が可能になり、建物全体のコスト削減が可能。

機 械 固 定 工 法 シート重ね部を専用固定金具を用いて下地に固定する機械固定工法は全面接着工法と異なり、下地
の挙動に影響を受けない。

役　物　納　め 立上りや樋についてはハイタフメタル折り曲げ加工材により連続した防水面の形成が可能。
コーナー専用のシート成型材を使用することにより施工性が向上し、施工品質の安定化を実現。

良好な作業環境 環境汚染や人体への影響懸念の少ない環境に配慮した材料で構成されているハイタフEGシートは、
シート同士の接合に有機溶剤を用いないため、作業環境にもやさしい。

デッキから防水までの一貫システム デッキプレート、断熱ボード、ハイタフEGシート、ハイタフメタルまでの
トータル設計と、当社の施工有資格者による責任を持った一貫施工。

『ハイタフＥＧ』は、750万㎡を超える施工実績を誇る当社従来製品のハイタフルーフと基本構成は
変えずに、シート厚みを約30%厚い「1.52㎜」としたものです。熱可塑性エラストマー系防水シート
ならではの地球環境にやさしい性能（Environment＆Green）はそのままに、耐候性・耐衝撃性・
耐風圧性などの基本性能をさらに強化した機械固定工法による外断熱シート防水です。

最長10年間 防水保証

ハイタフルーフ熱貫流率 ：
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※積雪地域ついてはご相談下さい。

製品規格

標準断面図 構成部材

シート製造メーカー

※シートカラーは、印刷のため実際の色と
　若干異なります。

※JIS A 6008 複合シート 補強複合タイプ 試験 合格

❷シート固定金具

❹デッキプレート

❶ハイタフEGシート

❸断熱ボードハイタフEGシート
熱風融着

複合シート 補強複合タイプ

エチレンプロピレンゴム

ポリエステルメッシュスクリム

1.52

1.57

フルシート

2,032

30.48

1,800

97

ハーフシート

1,016

30.48

800

49

シート種類

主原料

補強布

公称厚み（㎜）

重量（kg/㎡）

幅（㎜）

長さ（m）

働き幅（㎜）

重量（kg/本）

色 ホワイト（裏面クールブラック）

高反射機能断熱性能（熱貫流率）

ハイタフメタル

合成高分子ルーフィング工業会
（KRK）の規格では、近赤外域に
おける日射反射率50.0％以上の
合成高分子系ルーフィングシー
トを「高反射率防水シート」と
規定しています。

 ハイタフEGシート ホワイト
 ①近赤外線域の日射反射率（波長範囲 780～2,500nm）70％以上
 ②全波長域の日射反射率（波長範囲 300～2,500nm）70％以上
※試験はJIS K 5602に準拠

ハイタフEGシート

太陽光線太陽光線

高反射

働き幅1800・800

使用条件

1/75 ～1/50標準勾配
（1/75未満及び、1.7/10を超える場合はご相談下さい。）

工場、倉庫、商業施設、競技施設、体育館、事務所等

デッキプレート、金属屋根、コンクリート

勾 配

用 途

下 地

※酸、アルカリ、油分、鉄粉等がシートに付着する環境、高い塩素濃度や
　高温水蒸気が存在する環境では使用できない場合がありますので、
　事前にご相談ください。また、室内環境が高温多湿となる場合は、結露が
　発生する可能性がありますので、別途検討が必要となります。

※デッキプレートの固定は、耐震部材となる大梁には火薬鋲を使用せず、リップ溝型鋼等を介して
　ドリルねじにより固定して下さい。

ハイタフメタルは、折り曲げ加工が必要な役物（樋や立上り）に使用するもので、ハイタフEGシートと熱風融着が可能なエチレンプロピレン樹脂
フィルムを被覆した特殊鋼板です。

・ K＝0.84W/㎡・K（断熱ボード : 硬質ウレタンフォーム t＝25㎜）
・ K＝0.62W/㎡・K（断熱ボード : 硬質ウレタンフォーム t＝35㎜）
・ K＝0.45W/㎡・K（断熱ボード : 硬質ウレタンフォーム t＝50㎜）

ハイタフメタル構成図

特殊接着剤

前処理

前処理
裏面：ポリエステル系樹脂塗装2C-2B

溶融亜鉛メッキ鋼板 0.6㎜

表面：エチレンプロピレン樹脂フィルム
 0.635㎜

裏面シート（クールブラック）

❶ハイタフEGシート

❸ 断熱ボード

❷シート固定金具

❹デッキプレート

ポリエステルメッシュスクリム
表面シート（ホワイト）

ハイタフEG改修範囲
断熱ボード t=50㎜

＋
ハイタフEGシート t=1.52㎜

折版屋根（未改修範囲）

ハイタフメタル折り曲げ加工例

ハイタフEG改修範囲

折版屋根（未改修範囲）

室内側 50.0℃

33.4℃

屋外側

樋 立上り

ハイタフEGシートは米国シート
防水業界のリーディングカンパニー
であるGAF社のEverGuard 
TPO60milシートを採用しています。

シート構成



※許容梁間は、荷重条件（積雪・風・他）により上記の梁間以下となる場合があります。（物件毎に検討）

シート性能試験

屋根30分
耐火構造

300

600

1
2
0

200

600

屋根30分
耐火構造7

5

ハイタフEGシート t=1.52

断熱ボード（硬質ウレタンフォーム）
t=25～50

UA－N型耐火ルーフ
（亜鉛メッキ鋼板 Zー12） t=1.0,1.2

ハイタフEGシート t=1.52

断熱ボード（硬質ウレタンフォーム）
t=35～50

ハイタフデッキ耐火ルーフ
（亜鉛メッキ鋼板 Zー12） t=1.0,1.2

動風圧試験

UA - N型耐火ルーフ ハイタフデッキ耐火ルーフ

水密試験

【概　　要】
第三者機関において、キセノン
アークランプ式耐侯性試験機
による紫外線促進試験実施

【試験仕様】 
● 放射照度
　 180W/㎡（60W/㎡×3倍）
　 波長域（300～400nm）

● 試験時間
　 １０，０００時間
　 (放射照度を６０W/㎡に　
　 換算すると約３０,０００時間分の紫外線量に相当する)

【試験結果】
屋外暴露22～30年に相当する10,000時間試験後でもハイタフEG
シートは目立ったひび割れや厚みの変化は見受けられません。

実大試験を行い、シート固定金具、熱風融着部の強度を
確認しています。

ハイタフEGシート・ハイタフメタルで
仕上げた水密試験体に、水深300㎜
水張り後、観察７日間漏水なく、
JASS8が定める試験条件を満足し
ています。

重り落下高さ 結果

0.5m ○

1.0m ○

1.5m ○

区分 耐衝撃4

促進暴露試験衝撃試験

JASS8に規定される耐衝撃試験の最高区分である「耐
衝撃４」の性能を有し、鳥害や飛来物等の衝撃に対して高い
抵抗性を誇ります。

キセノンアークランプ式耐侯性試験機

屋根30分耐火構造認定

● FP030RF-0019
 ・  デッキプレート単体での屋根30分耐火構造
 ・  許容梁間3,400㎜

● FP030RF-0114
 ・  デッキプレート単体での屋根30分耐火構造
 ・  許容梁間4,300㎜

ハイタフEGシート

断熱ボード

砂

重り
（重量500±2g）

重り落下高さ

パイプ φ100㎜

ドレン
φ100㎜

出入隅部

水深
300㎜

1800㎜

1200㎜
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