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New ケイカル板（ケイ酸カルシウム板）の劣化について 

 皆さま、こんにちは(*^_^*) 今回は、お家の様々な場所で使用されている「ケイカル板」についてわかりやすく解説してい

きます。ケイカルは主にベニヤの代替品として使われる事が多い不燃ボードの建材です。  

◆ケイカル板の用途・大きさ・メリットとは？ 
一般住宅でケイカルが使われている所は、主に内壁・天井・軒裏（軒天）・破風板・帯

板・窓枠の化粧板・化粧モール等です。 

ケイカルは薄いものばかりではありません。一般的な規格品の商品の厚みは4㎜から

で、厚いものは12㎜まであります。幅は910㎜・長さは1,820㎜が標準サイズです。 

ケイカルの主なメリットは、「国交省認定の不燃建材」「内装材としては比較的水濡れに

強い」「オートクレープ処理により品質が安定していて、湿気等で寸法が変わらない」

「腐食しない」「安価」「切りやすく、加工しやすい」ことです。 

◆ケイカル板のデメリットとメンテナンス 
このようにメリットの多い建材であるかのようなケイカル板には実はデメリットもあり

ます。 

「アルカリ分が強く粉を吹いているため無処理での接着がむずかしい」「薄い物については割れやすい」「水分に強いと言われる

事も有るが、決して外部に使えるような耐水性までは無い」「にもかかわらず、そのように誤解され外部にも使われ、激しく劣

化してしまうこと」です。 

ケイ酸カルシウム板は、腐らないのは良いのですが圧縮材なので、劣化が進んで行くと表面から削れたり崩れたりしてきます。

結局のところ、メンテナンスフリーではありません。表面の塗装を怠ると材木と同じような劣化が始まります。 

破風板や幕板・帯板等のケイカル材で出来ている部分は、新築時に【艶消し塗料】で塗ってある事がほとんどです。私は個人的

にその部分の塗装は【艶有り塗料】で塗るべきだと思っています。 

◆ケイカル破風板を【艶有り塗料】で塗るべき理由 
ケイカルの破風板を【艶有り塗料】で塗るべき理由は、戸建て住宅の外部塗装面で一番

劣化が激しいのが破風板だからです 。 

さらに、ケイカル材は本来外部に使用するべきでは無いのに代替品が無いためにやむな

く使われている材料です。本来、ケイカルは外部用の建材では無いのです。 

 破風板には一番劣化しにくい塗料・塗装方法が行われるべきです。それは【艶有り塗

料】です。なぜこのような記事を書いているのかというと、現在の新築では破風板に劣

化しやすい【艶消し塗料】が塗られているからです。ですからどの家でも外壁の塗り替

えをする時の破風板はチョーキングが酷いのです。実際に画像①のように、本物の

チョークを触った時よりも手に塗料の粉が付いてきます。 

ではなぜ新築物件で破風板や帯板を【艶消し塗料】で塗るのかと言うと「見栄えが良い

から」としか考えられません。確かに、見栄えだけを考えると破風板は艶消しの方が品

があって高級感があるように見えるのです。建て売りの場合は、最初の見栄えは重要で

す。注文住宅でもハウスメーカーの建物でもそこは同じなのでしょう。どの建物でも、

新築のケイカル破風板は【艶消し塗料】で塗ってあります。いくらケイカルが材木のよ

うに腐食しにくいからと言っても、塗装のグレードを落とすのは良くありません。ケイ

カル表面の塗装が劣化してしまい、防水性が損なわれてしまうと、ケイカルはウエハースのように侵食されてしまいます（画像

②）。ですから破風板には一番劣化しにくい素材の使用と塗料・塗装方法が行われるべきなのです。 

材木を破風板に使ってある住宅もまだまだ沢山残っていますが、材木の破風板に【艶消し塗料】を塗るような変な事をしている

家は見た事が有りません。当然ですが、木部には【艶有り塗料】が塗られています。確かに材木の劣化（腐食）と比較すれば、

ケイカルの劣化（侵食）は「長持ち」なのだとは言えます。しかし、それはケイカル破風板の表面のコーティングが塗装で守ら

れている時までの話です。 

◆経年劣化したケイカル破風板を塗装する場合 
新築時の破風板の素材をケイカル以外で造るように指定する事や、塗装を艶有りに指定する事は基本的に困難です。ただ、外壁

塗装をする時には自分で自由に選ぶ事が出来ます。 

破風板が劣化し過ぎていたり、汚れ過ぎていたり、破風板の塗装が剥がれてしまっていたりする事もあります。そのような時に

は、ケイカルの上に板金を巻いてしまうのがベストな施工方法かもしれません。ガルバリウム鋼板の艶消し塗装品を使えば、耐

候性も良く見栄えも良くする事が出来ます。 

現状でケイカルの破風板に劣化や剥がれが無ければ、塗り替え時には【艶有り塗料】を塗装するのがお勧めです。  

① 

②
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杉並区の補助金ご利用！ 

第７回夏休みこどもワークショップを開催しました♪第７回夏休みこどもワークショップを開催しました♪第７回夏休みこどもワークショップを開催しました♪   

   

   

    

   

 

 

 

毎年好評いただいている「第7回夏休みこどもワークショップ」 今年は    

8/3(火)に無事終了いたしました(*^_^*) 

 今年も新型コロナの影響で昨年同様、少人数（2名×2回）で時間を1時間

半程度に短縮し小規模の開催となりました。 

  世田谷区千歳船橋で子ども造形教室「リトピカ」を主宰されている膳場

まゆみ先生をお招きして、今年のテーマは【エリックカールさんのように

コラージュを楽しもう！】でした。 

☆それでは、ワークショップの様子をご紹介いたします。 

  今年5月に亡くなった『はらぺこあおむし』の作者、エリックカールさん

を偲んでコラージュ手法を使って貼り絵の作品を作りました。 

高圧洗浄でよく話題になるのが家庭用高圧洗浄機の「ケルヒャー」です。「自分で壁や駐車場をこまめに洗えば、

家のキレイが長持ちする」と期待する方もいらっしゃいます。買った方から話を聞くと、水圧を地面に当てるために

ホースを抑え込む力がいるようで、「しんどい」と物置にしまいっぱなしになることが多いのだとか。塗装工事の高

圧洗浄もあちこちキレイになると期待されるのですが、「しんどい」とは別の理由で洗えない例をご紹介します。 

 

洗いたい! けど洗えない…「現場でちょっと気になるこんなこと」 

網戸のやぶれ 

コンクリート 

洗浄すると 
砂が飛び散る 

砂は乾かして
目地に戻す。 

目地のある 
タイルを洗う 

『水圧が強すぎて壊れる』  水圧をかけて汚れを

落とすということは、その水がかかる場所にも強い圧

力がかかるもの。圧力をかけられない事例をご紹介し

ます。 

手の届かない高さの網戸や窓ガラスも高

圧洗浄できれいになりますが、破れた網戸

やヒビが入った窓ガラスは要注意。破れや

ヒビを広げないように圧力を下げたり、水

圧をかけないように注意しています。 

 

駐車場等のコンクリートは水圧で表面が

削られてボロボロになることが多いため、

多くの場合で洗浄していません。（コンク

リートの状況によって相談有り） 

『洗うと汚れる』  きれいにしたつ

もりで汚れている残念事例をご紹介。 

目地のある駐車場等(タイル・石・コ

ンクリート)は厄介です。この目地に砂

を詰めていると水圧で砂が吹き飛びま

す。周辺は砂で汚れて、隙間があいた

目地を埋める作業が必要となるため、

高圧洗浄はしていません。同じく庭の

土とタイルの境目等も土を跳ね上げる

ので洗わないこともあります。 

窓ガラスも残念事例の一つ。洗浄直

後はきれいなのですが、上から汚れた

水が滴り落ちるので、砂汚れが線状に

残ってしまうことがあります。 

 ①好きな色をいくつか選んで筆で自由に塗って作ります。 

 ②オリジナルペーパーを切って貼って、絵本のようにストーリーを考えな 

    がら自分の好きな絵を作っていきます。  

 ③最後に台紙に貼って、そのままお家に飾れるような作品になりました。 

とても素敵なエリックカールさんのようなコラージュ作品が完成しました。

お家に帰ってからさらに続きをやっていただいたお友達もいましたよ(^^♪  

皆さんの作品をご紹介します。 
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←屋根    

 足場 

壁のよくあるトラブル『はがれ』です。 
外壁を塗装する際に、補修が必要となってくるトラブルにはひび割れやはがれ、サビ等、いくつかあります。今回

は、その中からすぐに目について気になる「はがれ」をご紹介します。 

  モルタル外壁は、外壁の上に「仕

上材（化粧下地）」を付けています。

この仕上材を吹き付けたり、コテで

波の形をつくったり串でひっかくこ

とで、模様を作ることができます。 

外壁のはがれとは、この「仕上

材」自体がはがれてしまう場合のこ

とです。 

元々の模様に直したい場合は左官

屋さんを呼びます。簡易的(安く)に

凹凸をつけたい場合は専用ローラー

で「マスチック」模様を作ります。 

 塗料のはがれは、外壁と塗料の

膜（塗膜）の間や、下塗り・中塗

り・上塗りと何層にもなっている

塗膜の中に、空気や水が入って隙

間を作ることが原因です。 

例えば、表面に傷がついたりヒビ

が入るとそこから空気や水分が入

り、はがれにつながります。外壁

の水分や空気が集まってふくら

み、はがれることもあります。 

はがれた塗膜の上に塗料を塗って

も、はがれた部分はくっつかない

ので、はがれは削り落とします。 

この削った後の塗膜の厚みを埋め

て平らにできないのではがれたと

ころは段差ができてしまいます。 

 外壁以外でよく見かけるはがれは

塀や破風板・帯板になります。 

一番はがれるのが「塀」です。塀

は地面からそのまま水分を吸い上げ

ることがあります。この水分が塀の

中から蒸発しようとして表面に集ま

り塗膜で遮られてたまり、ふくれて

しまうのです。水分を止められない

ので、塗装してもまたはがれてしま

う厄介な場所です。 

破風板は屋根にあるので目立ちま

せんが、帯板は１階と２階を分ける

アクセントになっていることが多

く、気になる方も多いところです。 

 サイディングでも表面がはがれて

しまうことがあります。外壁にサ

イディングボードを固定するため

に釘を打った場所やヒビ等、表面

が傷ついたところからはがれるこ

とが多いです。 

モルタルのはがれと同じく、はが

れた分の厚みを塗料でならすこと

ができないため、サイディングで

も段差分の跡が残ります。 

 

塗料のはがれ 

サイディング 

外壁のはがれ 

壁以外のはがれ 

破風もはがれやすい 

帯板は目立ちやすい 

塗料の膜がふくらむ 

塗装後、段差が残る 

右側がマスチック 

はがれて変色した壁 

段差は埋まりません 

仕上材のめくれの様子 

厄介な塀のはがれ 

塗装をすると新品のようにきれいになってはがれが目立たなくなると思われることがあります。残念なが

ら、このはがれの数ミリ分だけパテや塗料で埋めるような補修は塗装職人にはできません。段差をなくして同

じ模様を目指す場合は、モルタル外壁なら左官屋さんが全体的に仕上材を塗り直す、サイディングならボード

交換、傷の補修などを行う「リペア屋さん」の出番となり、それなりに金額がかかってしまいます。（渡辺） 

裂けて、はがれる 
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スレート屋根 
雨漏り箇所 

天窓撤去 

202１年８月 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集① 

    「 美しく良好な状態が長く続くことを期待しています。」 
 

          世田谷区：Y様 

 お世話になりました。 

わが家は、築２２年目になり、今回、２回目の屋根、外壁の塗装等を行

いました。最初のときは、一社にお任せで、あまり細かく考えることも

しませんでした。今回は、前回の反省、時間もあり、数社の見積をと

り、検討した経緯があります。 

花まるリフォームさんを選んだのは、見積の記載が他社よりも、しっか

りしていて分かりやすかったこと、高橋社長の説明等の中で疑問に思っ

たことに対してとても親切丁寧に対応していただいたことにあります。

また、各種の資料も豊富でした。 

東親方はじめ担当していただいた職人の皆さんは、コツコツと、また、

丁寧に作業をしていただきました。 

１階は駐車場があり、作業との関係で車の移動が必要でしたが、こちら

の都合も配慮していただき、スムーズに済ませることができました。ま

た、工事期間中、雨で作業のできなかった日はわずかであり、全体とし

てスムーズに作業していただいたと思います。 

毎日、親方から日報をいただき、その後に、市村さんからメールで作業

状況の写真等の送付があり、とても参考になりました。コロナ禍ではあ

りますが、作業翌日に、写真等をみて親方に説明いただけるようになる

と私達の塗装等への理解、また、職人さんとの関係がより良好になるよ

うに思います。 

渡辺さんには、作業開始前の周辺のあいさつ回りから最後までお世話に

なりました。特に、追加でお願いした、屋根の写真の撮影にはお手数を

おかけしました。 

妻ともども大変満足しています。美しく良好な状態が長く続くことを期

待しています。本当にありがとうございました。 

 世田谷区の補助金ご利用！ 

工事中のお客様に安心していただけるよう、職人からの日報と

作業画像のデータをメール送信するサービスは好評です。 

202１年８月 
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202１年９月 

この度は、本当にありがとうございました。 

以前、別の業者から営業を受け、その際には頼んでいないサービス

までついてきたり、一般家庭には必要のないような高額塗料を紹介

され不信になり外壁塗装工事に躊躇しておりました。 

そんな折、お隣さんにご紹介いただき、花まるさんを知りました。 

事前の相談時から細かな質問や費用についても丁寧にご説明くださ

り、また地元に根付いている、という点も大きな安心感に繋がりま

した。 

全く押し付け感がなく安心できたので、花まるさんに決めました。 

塗装工事中も、職人の皆様も丁寧に作業いただき、とてもキレイに

なった外壁、バルコニーを見て大変嬉しく思います。 

多くの業者さんからどちらにお願いすればいいのかと始まった事で

したが、花まるさんにお願いできて本当に良かったです。 

また次回、必要になった際には是非お願いしたいと思います。 

本当にありがとうございました！！ 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集② 

 「 丁寧なご説明、また地元に根付いている、という大きな安心感 」  

             

                       世田谷区：H様 

ご近所の方からのご紹介や以前工事でご挨拶に

伺ったお客様からのご依頼も多くあります。 

訪問営業の会社は悪質な営業をする会社もあるらしく

同じようなご相談をお受けすることも多いです。 

弊社では特に見積もり内容は詳細にお出しするように

心がけています。また、世田谷区の補助金をご利用さ

れるお客様も多く、地元に根付いているといっていた

だけると大変嬉しいです。やはり、近くの会社だとい

つかまたトラブルがあった場合も気軽に相談できるの

が利点です。 

 世田谷区の補助金ご利用！ 

202１年9月 
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花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集③ 

202１年７月 

この度は、外壁・屋根の塗装、雨樋の修繕塗装等とても丁寧に行って頂き

本当にありがとうございました。 

見積もりに時間をかけて下さり信頼できると感じすぐにお願いすることに

したのですが、正直他社さんと比べた訳でもなく不安な気持ちもありまし

た。しかし打ち合わせの時から高橋社長の説明がとても丁寧でわかりやす

くこちらの予算に応じ細かく色々なパターンを提案して下さいました。 

雹害・台風による屋根・雨樋の被害にも火災保険の適用があることを教え

て下さり資料等を作成して下さりおかげ様で思った以上の見舞金がおりま

した。 

又 お客様係の渡辺様がとても親切で安心して相談など聞いて頂けまし

た。 

全ての職人の方々が丁寧に仕事をして下さり、毎日の進捗状況を写真で

送って下さるのは日中仕事で様子が見れなくても安心できるので本当に良

かったです。家族皆綺麗になり大変喜んでおります。 

花まるリフォームさんにお願いして本当に良かったです。 

又次もお願いしたいです。 

ありがとうございました。 

「 花まるリフォームさんにお願いして本当に良かったです。」 
                                   

             調布市：O様 

火災保険の請求のご提案は、すべての方にできる

わけではありませんが、お見積もりの際に確かな

痕跡を発見した場合にはお客様にお伝えして保険

請求のお見積もりをお作りしています。実際、お客様の

入っていらっしゃる保険会社によって保険金の支払いに

は差があります。以前、雹害があった地域などは可能性

があるかもしれません。 

ただし、最近は火災保険詐欺のような営業会社もありま

すのでご注意ください。 

202１年7月 
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 はなまる通信5９号 

    WEBアンケート    
「はなまる通信アンケート」がWEBで応募

できるようになりました！ 

毎回5名様にスイーツをお送りしています。 

当選確率もかなり高いので是非ご参加くだ

さい。以下のQRコードからスマホでご応募

いただくか、HPの「お知らせ」からもご応

募いただけます！ 

よろしくお願いいたします。 

花まるリフォームへ頂いた【お客様の声】と施工事例集④ 

 「とても丁寧な対応、工事も予定通りに終わり、出来上がりも素敵で…」  

 「明確なスケジュールと進捗具合の報告をして頂き、安心しました。」 

                      世田谷区：Y様・N様 

 今回、お隣と同時に外壁塗装をお願いすることになり、何

件か業者を調べ、検討した結果、花まるさんにお願いする

ことになりました。 とても丁寧な対応で、こちらの質問に

も丁寧に答えていただき、外壁の色に関してもこちらの細

かい要望を聞いてくださいました。 工事が始まる前に、担

当の方が一緒に近隣に挨拶に回ってくださり、安心して工

事の日を迎えることができました。幸いお天気もずっと良

くて、工事も予定通りに終わり、出来上がりも素敵で…

20年近く住んだ家もリニューアルできて、気分も一新で

きました。 花まるさんにして良かったです。ありがとうご

ざいました。 Y様 

 

 

この度は外壁塗装を丁寧に施工して頂きありがとうござい

ました。 

最初に見積もりの為に来て頂いて、外壁塗装の基礎やこち

らの疑問に丁寧に答えて頂き、いろいろなことを知ること

が出来ました。 

施工を進めていく際にも、明確なスケジュールと進捗具合

を報告して頂き、予定通りに丁寧に進めてもらい安心しま

した。 N様 

202１年８月 

 世田谷区の補助金ご利用！ 

同時に外壁塗装をされる仲のいいお隣同士のお客様もいらっしゃいます。一緒に色を相談されたりとて

も楽しそうで素敵です。工事の時に一番気を遣うのがご近隣ですが、一緒に工事をされればその心配も

少なくなります。2軒同時の場合は割引もございますので是非ご検討ください。    
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 ☆まろやか梅干しの最高峰『五代庵 紀州五代梅』（株式会社東農園 ） 
 今から十数年前のことですが、地元の幼なじみからお土産にと手渡されたのが、

一生のお付き合いになる梅干しとの出会いでした。各地方によって様々なお漬物が

ありますが、梅干しも津軽地方のは少し独特です。大き目の梅半分を赤紫蘇でひと

つひとつ包んでいる、しょっぱいというより甘酸っぱいものです。その梅干しの紫

蘇をとってまず紫蘇を堪能し、続いて中の甘酸っぱい梅本体をいただくというのが

私なりの食べ方でした。ご飯のお供というよりは、お茶と一緒に味わうのが適して

いるという、津軽特有の甘めの梅干しです。定番のしょっぱくて酸っぱいという梅

干しには、あまりなじみなく育ってきました。カリカリ小梅とかは大好きなんです

が、しょっぱいのはちょっと苦手意識がぬぐえないのがありました。 

 しかし、今回ご紹介させていただく紀州五代梅は、甘さはまろやか、程よい塩気

で、本当に美味しいのです。しかも、種がいつまでも美味しいのです。種から美味

しさが消えないのです。種を一日中口の中に入れておいてもいいくらい、そして絶対的に緑茶と相性抜群なので

す。出会ってからは、ずっと欠かさずウチの冷蔵庫に鎮座しております。 

 もうひとつこちらの梅干しの最大の特徴は、皮の薄さと柔らかさです。そのため

梅干しをたたく必要なしッと断言させていただきます。ウチの定番の梅キュウリ

は、キュウリをたたいて一口大にして、そこに梅干しをそのまま入れて、袋の中で

ねちねちと混ぜるだけですぐにほぐれて、ソッコー出来上がりです。混ぜ込みおに

ぎりにするときも、ご飯に直接入れてしゃもじで混ぜるだけで、すぐに全体に混

ざってしまうくらい柔らかいんです。普通の梅おむすびもモチロン美味です。 

 まずはお試しで色々なお味があるので、お好みの梅干しを見つけて下さい。私は

紀州五代梅 3kgポリ角を購入して、一年中堪能しております。他にも様々な商品が

あって、これからの季節はお歳暮などにもぴったりのも

のが多数あります。一度ご覧になってください。（岩崎）

五代庵 https://www.godaiume.co.jp/ 

電話 03-5888-4600 

FAX 03-5888-4611 

メール info@hanamaru-r.jp 

の 

ホームページはこちら↓ 
http://www.hanamaru-r.jp/ 

 

Facebook ホームページ 

花まるリフォーム(株) 

〒１５７－００６２ 

東京都世田谷区南烏山 

３－１６－２アクシス３０２ 

営業時間９時～１９時 

（日・祝日はお休みです） 

はなまる通信５９号 
 

令和３年  11  月  １日発行 

発行：花まるリフォーム(株) 

 ☆『北海道 名店の味 新千歳空港限定』（株式会社北国からの贈り物） 
 10月になっても気温30度になるなど、今年は異常な気候に見舞われましたね。 

いつになったら過ごしやすい秋に落ち着くのかと思っていたら、突然気温が急降下！ 

寒い時にはやはり温かいものが食べたくなります。そこで新千歳空港限定『北海道名 

店の味』という人気6店の味が楽しめるラーメンセットをお取り寄せしてみました。 

内容は、「札幌 白樺山荘（みそ）」「札幌 けやき（みそ）」「函館 あじさい（しお）」 

「旭川 梅光軒（しょうゆ）」「札幌 一幻（しお）」「帯広 開高（みそ）」です。 

さっそく自家製の味玉とチャーシューを用意して、3種類を試してみました。 

盛り付けはそれぞれパッケージの写真に寄せてみましたがいかがでしょうか。（笑） 

まず「梅光軒」ですが、スープの味が「お店の味！」そしてそれに絡みやすい細め 

のちぢれ麺が最高でした！あぁ、これは間違いなくクセになりそうです。 

そして「開高」。コクのある白みそスープに太めの麺に心も体も温まります。やはり 

スーパーなどで売っているものとは一味も二味も違って美味しかったです。最後に 

珍しいえびそば「一幻」。魚介系スープは今やメジャーですが、甘えび出汁は初めて 

お目にかかりました。もうスープの香りが「えびえびしい！」と変な言葉を創作し 

たくなるほどのエビワールド！実は「一幻」は東京にも支店があるようで、更にス 

ーパーでも売られていました（驚）。さすが人気店ですね！←オチです。（汗） 

こういったセットでお気に入りのお店の味を見つけるのも良いかもしれません。 

【楽天市場】北国からの贈り物  https://item.rakuten.co.jp/snowland/ 

Twitter 

はなまるグルメ紀行 
第15回  

お取り寄せグルメ第四弾 

旭川ラーメン 梅光軒 帯広 麺屋 開高 札幌 えびそば 一幻 

五代庵 6種類 梅干しお試しセット 

1,620円（税込） 

紀州五代梅は白いゴハンと一緒に 

一番オススメです!! 

北海道名店の味 6食セット 

2,980円（税込 送料無料） 


