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それは、“気泡を含んだ素晴らしい珪石”のこと
Silica Porous Excellent

建物の長寿命化によるライフサイクルコストダウンを実現します！

スーパーボードは、シポレックス独自の
素材技術「シポジュール」が採用
されています。
「シポジュール」は高耐炭酸化
パネルの名称で、従来の製品に
比べて約２倍の耐炭酸化性能を
備えているパネルです。
このため、建物の長寿命化が
可能となるともに廃棄物の抑制
効果など、地球の資源を有効に
活用できる建材です。

Ａutoclaved Ｌighthweight aerated Ｃoncrete
(ＡＬＣとは高温高圧蒸気養生されたコンクリートのことで、軽量気泡コンクリートと呼ばれます)
Ａutoclaved Ｌighthweight aerated Ｃoncrete

高耐炭酸化パネル

木材腐朽や結露防止のお手伝い
吸水しやすいＡＬＣの弱点を克服

ＡＬＣの基本性能は
　　　　そのままに低吸水化を実現

スーパーボードのドライ仕様は、ＡＬＣの基材に撥水剤を混入することで

水が吸水しにくい低吸水性能を付加したものです。
スーパーボードの仕上げは主として現場塗装を施しますが、吹付け仕上げ前に
降雨があっても壁体内の水分量が増加しません。               

高い断熱性能を発揮する小さな気泡の大きな力。
スーパーボードは、「暑さ」「寒さ」をシャットアウト。冷暖房時の室内の
温度を快適に保ちます。これは、小さな気泡が多く入っており、熱を
通しにくい材料だからです。スーパーボードは、ダウンジャケットや
羽毛布団が保温効果が高いのと同じく、小さな気泡が効果的に熱損失、
熱吸収をコントロールしています。

熱を通しにくいヒミツはこの小さな気泡。

素材別の熱伝導抵抗値の違い
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※
素材別熱伝導抵抗とは？

熱の通しにくさを数値化したもの。
数値が大きいほど熱の伝わり方
が低い事を表しています。

暖房時における熱の損失量

気泡がもたらす保温効果

窯業系サイディング

37mm

16mm

14mm

～

「雨漏りしない。すきま風が入らない。」
これは当たり前のことのように思われて
いますが、実は、その「雨漏り、すきま風」に
悩まされているご家庭は、非常に多いとされています。
スーパーボードは、そんな現状に着目。180℃・10気圧
の高温高圧の蒸気養生で、非常に安定したトバモライト
といわれる結晶体を形成。その結果、低伸縮率の壁材を
完成しました。
伸び縮みの少ない素材、つまり雨漏りを防ぎ、すきま風
が入らない管理の容易さもス－パーボードの特徴です。
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1
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窯業系サイディング

パネルの縮み（1,820mm換算）

雨漏り防止の

ヒミツが

ここに！

縮
み
量
／
mm

●安定した結晶体により
　　形成されたスーパーボード

安定した結晶体により形成されたスーパーボード。

軽薄な外壁商品とは違う、コンクリート系が創り出す堅牢で重厚、そして存在感のある壁面。
スーパーボード厚みは３７ｍｍ。これは一般的なサイディングの２倍から３倍にもなります。

スーパーボードは、単に厚いだけではなく、素材の特性から反りや伸び縮みが
非常に少なく、経年による変形が殆ど生じません。仕上げ材（塗装および
シーリング材）のメンテナンスをしっかりと行って戴ければ、外壁としての
資産価値を確実に維持できます。

資産価値の維持に役立ちます

万が一の火災でも燃えずに、
有毒ガスも発生しないＡＬＣ。
木造は、火災時の延焼率が約３割と言われ、
近隣家屋を巻き込んでしまう可能性が高い
のですが、スーパーボードなら木造でも
延焼被害を大きく減らし、あってはならない
火災時も、大切なあなたの財産とかけがえの
ない暮らしを守ります。

火災に強い

国産天然資源が主原料のひとつ。
環境負荷を小さくし資源を有効に
活用する、それがＡＬＣです。
商品として誕生したときから、スーパーボードは、
アスベストやホルムアルデヒドを含んでいません。

天然由来の人工素材

スーパーボード

スーパーボード

スーパーボード

スーパーボード

３７ｍｍ

鉄筋マット入りパネル

スーパーボードは内部に防錆処理を施した特殊鉄筋
マットで全面を補強しています。地震や強風など
外部からの力に負けない強度を発揮します。
（鉄筋径は1.2mm筋を使用）

鉄筋マット

建物を守る高強度パネル！



住友のシポレックス木造住宅専用外壁材

※平パネル

※アートパネル

ＳＴＲＩＰＥ series ｽﾄﾗｲﾌﾟｼﾘｰｽﾞ

ＨＯＲＩＺＯＮ series ﾎﾘｿﾞﾝｼﾘｰｽﾞ

ＣＲＯＳＳＬＩＮＥ series ｸﾛｽﾗｲﾝｼﾘｰｽﾞ ＢＲＩＣＫ series ﾌﾞﾘｯｸｼﾘｰｽﾞ ＲＡＶＩＳＴＡ series ﾗｳﾞｨｽﾀｼﾘｰｽﾞ

■ストライプ５０　／　LV50

■ストライプ７５　／　LV75

■ストライプ１００　／　LV100

■ストライプ１５０　／　LV150

■ホリゾン５０　／　LH50

■ホリゾン７５　／　LH75

■ホリゾン１５０　／　LH150

■クロスラインＶＸ　／　C　VX

■クロスラインＶ　／　C　CC

■クロスラインＶＺ　／　C　VZ

■クロスラインハーフＨＸ　／　C　HHX

■クロスライン１００　／　C　100

■クロスライン１５０　／　C　150

■ブリックハーフＶＸ　／　B　HVX

■ブリックＶＺ　／　B　VZ

■ブリックＨＸ　／　B　HX

■ダブルクロスライン３００　／　D　300

■トリプルクロスライン６００　／　T　600

■スクエア３　／　特殊対応品

■ストライプ５　／　特殊対応品

■セパタイプ８　／　特殊対応品

■ブリテッシュブリックＶＸ　／　BB　VX

■フレンチブリックＶＸ　／　F　VX

■アメリカンブリックＶＸ　／　AB　VX

■ツインブリック　／　TB

■ブリックＶＸ　／　B　VX

■ブリックＶＱ　／　B　VQ

■ブリックＶ　／　B　BB

■ブリックハーフＨＸ　／　B　HHX

■ブリックＨＱ　／　B　HQ

■ブリックＨＺ　／　HZ

■クロスラインＨＱ　／　C　HQ

■クロスライン３００　／　C　300

■ダブルクロスライン６００　／　D　600

■クロスラインＶＱ　／　C　VQ

■クロスラインハーフＶＸ　／　C　HVX

■クロスラインＨＸ　／　C　HX

■クロスラインＨＺ　／　C　HZ

■ホリゾン１００　／　LH100

■ホリゾン６００　／　LH600

ＺＯＵＫＥＩ series 造形ｼﾘｰｽﾞ

■ストーン１　／　STON1

■ストーン２　／　STON2

■タイルスクラッチ　／　T　SCR

■リブボーダー　／　RV　BD

■櫛引　／　OG1KU

■小石積　／　OG2KO

■クラッシュ　／　OG2CR

■パイルドストーン　／　ZK1PS

■ストーンブリック　／　ZK2SB

■ランダムスクエア　／　ZK3RS

■ボーダークラシコ　／　ZK4BC

■稲　INA　／　ZK5NA

アクセントパネル （アートパネル）アクセントパネル （アートパネル）

Ｌ-1820 を基準とした溝間隔 （片押し） となっており L-2000 品は、 小さな山が残ります。

ベースパネル （平パネル）ベースパネル （平パネル）

NNew　Type
アートパネル

※デザインは、 一部変更となる場合がございます。
上記以外にデザインを取り揃えています。 お問合せ下さい。

巾

長さ

1820mm
1910mm

2100mm

2000mm

1820mm

2000mm

1800mm

606mm

1820 （2000）※

6
0
6




