2019 年 1 月 28 日

報道関係者各位

金属外装材「Ｄａｎサイディング」ニュースタンダードシリーズから

次世代ガルバリウム鋼板を採用した「ジオストライプＳ」を新発売
～塗膜長持ちの遮熱性フッ素鋼板シリーズも拡充～
LIXIL グループ傘下で、外装建材総合メーカーの旭トステム外装株式会社（本社：東京都江東区
毛利 1-19-10、社長：阪本 浩一）は、金属外装材「Dan サイディング」のニュースタンダードシ
リーズに耐食性に優れた次世代ガルバリウム鋼板（SGL®※1）を採用した「ジオストライプ S」を
追加し、2019 年 2 月 1 日から全国で発売します。
®

®

※1：SGL 、エスジーエル は日鉄住金鋼板株式会社の登録商標です。

Dan サイディング 遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装品「ジオストライプ S」の施工例
（色：エストブラック BF、タテ張り）

今回新たに発売する遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装品「ジオストライプ S」
（4 色）は、2 種類
の傾斜がつくり出す独創的なデザインで、明るさや見る角度によって、表情の違いを楽しめます。
また、従来のガルバリウム鋼板の 3 倍強の耐食性が期待できる次世代ガルバリウム鋼板（SGL®）
を採用しました。SGL®の採用により「赤さび・穴あき 15 年保証」を実現しました。さらに、遮熱
効果の高い着色顔料のフッ素塗料を使用したフッ素鋼板を採用することで耐候性も向上し、塗膜
を長持ちさせます（塗膜の変色・褪色 10 年保証）
。
また、ニュースタンダードシリーズ「スパンサイディング S」
、遮熱性フッ素鋼板を採用したス
チール深絞りシリーズの「カジュアルブリック RF」、
「カジュアルブリック BF」、ガルバリウム鋼
板を採用したスタンダードシリーズに「ティーレⅢ」を同時発売します。
今後も旭トステム外装では、先進の「Dan サイディング」を戸建て住宅向け外装材の、特に外
壁リフォーム業界でのスタンダードとするべく広く提案していくことで“お客様の資産価値を守
り続ける”より高品質な住まいづくりをサポートしていきます。
この件に関するお問い合わせは下記にお願いします

報道関係の方のお問い合わせは・・旭トステム外装 営業部
TEL：03－5638－5111
一般の方からのお問い合わせは・・旭トステム外装 サービスデスク TEL：0570－001－117
（ナビダイヤル）
※ただし、PHS・一部 IP 電話等の場合は
TEL：03－5638－5111
※このリリースは旭トステム外装ホームページ（URL: http://www.asahitostem.co.jp/ ）および、LIXIL ホームページ
（URL: http://www.lixil.co.jp/ ）でも発表しています。

＜参考資料＞
■ニュースタンダードシリーズ「ジオストライプ S」商品特長
ニュースタンダードシリーズ「ジオストライプ S」は、2 つの傾斜角で構成された幾何学デザイ
ンで、光の当たり方や見る角度で表情を変えます。SGL®※（次世代ガルバリウム鋼板）の採用
で優れた耐食性を実現した遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装（4 色）です。
®

®

※SGL 、エスジーエル は日鉄住金鋼板株式会社の登録商標です。

Dan サイディング 「ジオストライプ S」の施工例（色：エストブラック BF、タテ張り）

断面図

カラー：
・遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装品「ジオストライプ S」
（塗膜の変色・褪色 10 年保証）
（赤さび・穴あき 15 年保証）

エストシルバーBF

エストブラックBF

エストブルーBF

エストガンメタルBF

サ イ ズ： 10 尺品（厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,030 ミリ
12.5 尺品（厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ
価
格：
遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装品「ジオストライプ S」約 16,600 円／坪（5,036 円／㎡）
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。

素

材： 表面材：SGL®（次世代ガルバリウム鋼板）、裏面材：ラミネート加工紙
芯材（断熱材）
：硬質発泡ポリウレタン

発 売 日： 2019 年 2 月 1 日
販売地域： 全国
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■ニュースタンダードシリーズ「スパンサイディング S」
ニュースタンダードシリーズ「スパンサイディング S」は、使い勝手のよい定番カラーから、目
をひくビビッドカラーまで、多彩な 9 色をラインナップした、人気のストライプ柄です。
SGL®※（次世代ガルバリウム鋼板）採用で耐食性が向上しました。
®

®

※SGL 、エスジーエル は日鉄住金鋼板株式会社の登録商標です。

Dan サイディング 「スパンサイディング S」の施工例（色：エストアクア BF、タテ張り）

カラー：
・遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装品「スパンサイディング S」
（塗膜の変色・褪色 10 年保証）
（赤さび・穴あき 15 年保証）

エストシルバーBF

エストブラックBF

エストブルーBF

エストホワイトBF

エストガンメタルBF

エストレッドBF

エストグリーンBF

エストオレンジBF

エストアクアBF

サ イ ズ： 10 尺品（厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,030 ミリ
12.5 尺品（厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ
価
格：
遮熱性フッ素 SGL 鋼板単色塗装品「スパンサイディング S」約 16,600 円／坪（5,036 円／㎡）
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。

素

材： 表面材：SGL®（次世代ガルバリウム鋼板）
、裏面材：ラミネート加工紙
芯材（断熱材）
：硬質発泡ポリウレタン
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■SGL®について
耐食性
現実環境に近いとされる「複合サイクル試験」で、
ガルバリウム鋼板の「平均 1/5」の腐食減量を記
録したエスジーエル。試験体のバラつきを考慮し
ても、ガルバリウム鋼板の 3 倍強の耐食性が期待
できます。

酸性雨・酸性雪に対する耐食性
酸性雨・酸性雪に対してもエスジーエルは優れた耐食性を示します。
右図は pH ごとに各種めっき鋼板の腐食性を比較した実験結果です。
酸性雨・酸性雪の領域は pH4～6 がひとつの目安とされていますが、
その領域においても、エスジーエルは良好な耐食性を示しています。
出典：日鉄住金鋼板株式会社 エスジーエルカタログ

【同時発売品】
■スチール深絞りシリーズ「カジュアルブリック
RF」
れ んが
アンティークな雰囲気の風合い豊かな煉瓦柄で、クラシックな洋風スタイルからヴィンテージ
スタイルまで対応します。
カラー：
・遮熱性フッ素鋼板スリートン塗装品「カジュアルブリック RF」
（塗膜の変色・褪色 10 年保証）
（赤さび・穴あき 10 年保証）

SWミストライトブラウン

CHミストオレンジ

DBミストダークオレンジ

DBミストダークブラウン

施工例（色：DB ミストダークオレンジ、ヨコ張り）

サ イ ズ：12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ
価
格：
遮熱性フッ素鋼板スリートン塗装品 「カジュアルブリック RF」約 14,400 円／坪（4,375 円／㎡）
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。

素

材： 表面材：ガルバリウム鋼板、裏面材：ラミネート加工紙
芯材（断熱材）
：硬質発泡ポリウレタン
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■スチール深絞りシリーズ「カジュアルブリック
BF」
れ んが
古びた煉瓦のザラッとした風合いをリアルに再現。味わい深い表情で、存在感のある仕上がり
です。
カラー：
・遮熱性フッ素鋼板単色ビーズ塗装品「カジュアルブリック BF」
（塗膜の変色・褪色 10 年保証）
（赤さび・穴あき 10 年保証）

チェリーブラウンBF

クールブラックBF

ソフトホワイトBF

施工例（色：ソフトホワイト BF、ヨコ張り）

サ イ ズ：12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ
価
格：
遮熱性フッ素鋼板単色ビーズ塗装品 「カジュアルブリック BF」約 12,500 円／坪（3,795 円／㎡）
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。

素

材： 表面材：ガルバリウム鋼板、裏面材：ラミネート加工紙
芯材（断熱材）
：硬質発泡ポリウレタン

■「遮熱性フッ素鋼板」について
太陽光の熱エネルギーを表面で反射し、遮熱効果の高い着色顔料のフッ素塗料を使用した鋼板
です。鋼板表面の温度上昇を抑え、屋内への熱の侵入を低減します。また、この遮熱性フッ素
鋼板は耐候性が高く、塗膜を長持ちさせます。（塗膜の変色・褪色 10 年保証）
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■スチールスタンダードシリーズ「ティーレⅢ」
（赤さび・穴あき 10 年保証）
（リニューアル発売）
陰影感のある“くしびき調”は 5 色を設定。横基調のシンプルなデザインで幅広い住宅にコー
ディネイトできます。
カラー：
・単色塗装品「ティーレⅢ」

アイボリー

スモークグレー

ベージュ

ホワイト

モカブラウン

施工例（色：ベージュ、ヨコ張り）

サ イ ズ：12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ
価
格：
単色塗装品 「ティーレⅢ」 約 10,400 円／坪（3,143 円／㎡）
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。

素

材： 表面材：ガルバリウム鋼板、裏面材：ラミネート加工紙
芯材（断熱材）
：硬質発泡ポリウレタン

＜共通情報＞
発 売 日： 2019 年 2 月 1 日
販売地域： 全国
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