
一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

T2 1.0㎜×16m×1m 片面粘着

T150 1.2㎜×16m×1m 片面粘着 オレフィンサンド不織布

T150-S 1.2㎜×16m×1m 片面粘着 改質アスファルト層

T200 1.6㎜×10m×1m 片面粘着 合成繊維不織布

T200-S 1.6㎜×10m×1m 片面粘着 改質アスファルト粘着層

T250 2.0㎜×10m×1m 片面粘着 剥離フィルム

W150 1.2㎜×10m×1m 両面粘着 ※　W150は両面粘着タイプです。

一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

Qタック10 1.0㎜×16m×1m 片面粘着 合成繊維不織布 (絶縁処理)

Qタック12 1.2㎜×16m×1m 片面粘着 改質アスファルト層

Qタック15 1.5㎜×10m×1m 片面粘着 特殊原紙（アスファルト含浸）

Qタック20 2.0㎜×10m×1m 片面粘着 改質アスファルト粘着層

剥離フィルム（一部除く）

■粘着タイプの汎用品。お手頃なのに確かな防水性！

一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

合成繊維不織布

改質アスファルト層

特殊原紙（アスファルト含浸）

改質アスファルト粘着層

剥離フィルム

■改質アスファルトの持つ高い防水性能はそのままに、安全性や遮熱・遮音といった機能をワンストップでご提供する高機能シリーズ。

一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

特殊防滑処理

合成繊維不織布

改質アスファルト粘着層

剥離紙

特殊不織布

改質アスファルト層

合成繊維不織布

改質アスファルト粘着層

剥離フィルム

高耐候遮熱塗料

特殊不織布

改質アスファルト層

合成繊維不織布

改質アスファルト粘着層

剥離フィルム

特殊アルミ加工：不織布

改質アスファルト層

合成繊維不織布

改質アスファルト層

鉱物質粉粒

オレフィンサンド不織布

改質アスファルト粘着層

剥離紙
改質アスファルトルーフィング

ガムスター　商品一覧

改質アスファルト（ゴムアス）　屋根下葺き材

粘着層付きタイプ

高機能タイプ
改質アスファルト（ゴムアス）　屋根下葺き材

改質アスファルトルーフィング

1.0㎜×16m×1m 片面粘着
熱に強いブチルゴムを使用。金属屋根面での
カバー工法などに採用されています。低温時
の接着性にも優れています。

クールバリアS（遮熱防水） 1.0㎜×20m×1m ステープル留め

改質アスファルトの高い防水性能と、遮熱機能
を兼ね備えたワンストップ製品。遮熱シートを
別に施工する手間も省け、コストメリットにも繋
がります。

T2-Bタイプ（ブチルゴム系）

改質アスファルトルーフィング T2-AL 1.1㎜×10m×1m 片面粘着

高耐候処理を施すことにより、長期間の紫外
線からアスファルトを守ります。大型の現場な
ど暴露期間が長くなっても心配はありません。
また、表面にアルミを含むため、遮熱効果も期
待できます。

改質アスファルトルーフィング T330（遮音防水） 2.8㎜×10m×1m 片面粘着
改質アスファルトの高い防水性能と、遮音機能
を兼ね備えたワンストップ製品。施工手間も省
け、コストメリットにも繋がります。

構成図

改質アスファルトルーフィング ガムスターSP 1.0㎜×16m×1m 片面粘着

表面の防滑処理により、施工時の高い安全性
を追求。柔軟で施工性にも優れ、アーチ状など
の大型物件や、寺社仏閣などの急勾配といっ
た多種多様な屋根形状にて採用されていま
す。

構成図

改質アスファルトルーフィング
粘着層付きタイプ

「ＳＥタック2」

SEタック2 1.0㎜×18m×1m 片面粘着

更なる低コスト化を実現した粘着シリーズ。
巻長が18m！　改質アスファルトルーフィング
の粘着タイプを気軽に採用することが出来ま
す。お手頃なのに確かな性能を実感いただけ
ます。
また、裏面には剥離フィルムを採用！朝露で
濡れて破れる心配や、施工中のゴミが軽減で
き、とても喜んでいただいてます。

■新築、改修にも。粘着タイプで貼ってしっかり守る！「タックシリーズ」

構成図

改質アスファルトルーフィング
粘着層付きタイプ

「Ｑタックシリーズ」

コストパフォーマンスに優れた粘着シリーズ。
改質アスファルトの採用により、寸法安定性・
釘穴シール性に非常に優れています。勾配の
緩い屋根や、カバー工法などの改修にも多く
採用されています。
重ね部には接着補助加工と絶縁処理を施して
あります。

■ドーム球場などの大型屋根から、長期優良住宅の屋根まで、最高級品質の下葺き防水材「Tシリーズ」

構成図

改質アスファルトルーフィング
粘着層付きタイプ

「Ｔシリーズ」

芯材に合成繊維不織布を採用した最高級シ
リーズ。柔軟で強く、野地板への高い追従性を
発揮し、施工性に非常に優れています。
製品表面の重ね部にも粘着層を設け、相互接
着をより強固にし、漏水リスクからしっかりと守
ります。
※厚さ1.2㎜以上の製品からが対象となります

絶縁処理
※Sタイプは表面が異なり、珪砂処理となって
おります。



■工業会規格「ARK-04s」適合品を含む改質アスファルトルーフィングの標準シリーズ

一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

ニュースタンダード 1.0㎜×20m×1m ステープル留め ARK-04S　規格品 特殊塗装：鉱物質粉粒

カラーQルーフS 1.0㎜×21m×1m ステープル留め 改質アスファルト層

屋根下ルーフS 1.0㎜×20m×1m ステープル留め 特殊原紙（アスファルト含浸）

改質アスファルト層

特殊不織布

一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

SRB 1.0㎜×20m×1m ステープル留め 特殊塗装：鉱物質粉粒

S120 1.0㎜×21m×1m ステープル留め 改質アスファルト層

S150 1.2㎜×21m×1m ステープル留め 合成繊維不織布

S200 1.6㎜×10.5m×1m ステープル留め 改質アスファルト層

S250 2.0㎜×10.5m×1m ステープル留め 鉱物質粉粒

SGルーフ 1.0㎜×20m×1m ステープル留め

一般呼称 品名 厚さ×長さ×幅 固定方法 備考

ハイグリップカラールーフィング 1.0㎜×21m×1m （23kg）ステープル留め JIS A6005 特殊塗装：鉱物質粉粒

アスファルト層

アスファルトフェルト430 0.6㎜×42m×1m ステープル留め JIS A6005 原紙（アスファルト含浸）

アスファルト層

鉱物質粉粒

一般呼称 品名 幅×長さ １ケース入数

BK3　（片面粘着） 30㎜×20m 32巻

BK5　（片面粘着） 50㎜×20m 16巻

BK7　（片面粘着） 75㎜×20m 12巻

BK10　（片面粘着） 100㎜×20m 8巻

BW3　（両面粘着） 30㎜×20m 32巻

BW5　（両面粘着） 50㎜×20m 16巻

BW7　（両面粘着） 75㎜×20m 12巻

BW10　（両面粘着） 100㎜×20m 8巻

一般呼称 品名 幅×長さ×厚さ １ケース入数

ストレッチ45 （片面粘着） 45mm×5m×1.2㎜ 12巻

ストレッチ120 （片面粘着） 120mm×5m×1.2㎜ 6巻

ストレッチ60 60mm×15m×1.2㎜ 10巻

ストレッチ120 120mm×15m×1.2㎜ 5巻

ストレッチ30 30mm×20m×0.8㎜ 20巻

ストレッチ50 50mm×15m×1.0㎜ 10巻

ストレッチ100 100mm×15m×1.0㎜ 5巻

一般呼称 品名 容量 色

エマルジョンプライマー 18kg　袋入り 乳白色系

ハイネスゾール（ゴムアス系） 15kg／缶（約80㎡分） アスファルト系

ゴムアスシール　Ｇ１ 330ｃｃ 20個／箱入り

備考

防水には、配管周りや開口部周りなどの複雑な箇所の雨仕舞いが非常に重要です。そんな複
雑な場所に【変幻自在に伸び縮みする】“ストレッチテープ”が役に立ちます！

備考

ＲＣ下地などの下地調整にプライマー。

ゴムアスシール材は、改質アスファルトルーフィングと同質のため、ビス穴周りや仮止めのタッ
カー穴の養生などに安心してお使いいただけます。

改質アスファルト（ゴムアス）　屋根下葺き材
タッカー留め打ちタイプ

雨仕舞　部材

ブチルテープ類

備考

プライマー（下地調整材）

ゴムアスシール材

ストレッチテープ　スリット入り

ストレッチテープ　（片面粘着）　

ストレッチテープ　（両面粘着）　

アスファルトルーフィング
アスファルトフェルト

ガミングBテープ
（ブチルテープ）

接着力が強く、冬期にも使い易く、金属・木質などのあらゆる材質に幅広く使用することが出来
ます。
　ジョイント部や水切りの漏水防止に。
　合板目地やサイディングのジョイント防水に。
　窓枠、サッシ周りの防水に。
　土台基礎部の防水・防湿にも。

改質アスファルトルーフィング

芯材に合成繊維不織布を採用した高品質なシ
リーズです。
機械的強度はもちろんのこと、寸法安定性・釘
穴シール性にも非常に優れています。長期優
良住宅・長期保証にも対応可能。

構成図

改質アスファルトルーフィング

■大手ハウスメーカー様の要望にもしっかりマッチした高品質な下葺き材「Sシリーズ」

構成図

構成図


