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■サットフォーム床・壁・天井又は屋根の施工

工法案内（ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材サットフォーム）

割付断熱工法

あらかじめ施工寸法にプレカットして納品いたしますので、材料ロスが少なくエ期を短縮できます。

サットフォームは建築基準法における「ホルムアルデヒド発散建築材料」の規制対象外であり、
ノンフロン・ノンホルムアルデヒド断熱材です。

　サットフォーム納品までの工程
1．プレカットに必要な図面をご用意していただきます。
2．専用ソフトで割付画面を作成します。
3．承認・発注後、自社工場でプレカットをします。
4．現場へ直接納入。すぐ施エにかかれます。
　　（納期は、図面承認後正式発注をいただいてから約 1 週間となります）

サットフォーム屋根断熱材

サットフォーム壁断熱材

サットフォーム天井断熱材

サットフォーム床断熱材
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■サットフォームの特長
① 吸収量がほとんどなく断熱性能も気泡ガスに依存しない為、長期にわたり経年劣化の少ない断熱材です。
② フロンや代替えフロンなど一切使用していない断熱材です。
③ 臭素系難燃材 HBCD（ヘキサブロモシクロドデカン）を含まない断熱材です。
④ホルムアルデヒドを含まない断熱材です。
⑤グリーン購入法適合資材です。
　　※グリーン購入法とは、物品を購入する際、環境に配慮されたものを購入しなければならないと国が定めた法律です。

厚み 15・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100 
（100mm 以上の厚さも 500mm まで 5mm 単位での対応が可能です）

一般用（mm） 特注品対応（mm）

巾×長さ

910 × 1820 1200 × 2400

1000 × 2000 910 × 2400

910 × 2700

サットフォーム 3 号品 サットフォーム特号品

熱伝導率 0.037〔W/（m・K）〕 0.034〔W/（m・K）〕

品質性能試験報告書

熱伝導率（λ）
建築材料や断熱材の熱の伝わりやすさを表す物性値。材料の両側における表面温
度差が１（℃）で厚さが１（m）の時、単位面積当たりにどのぐらいの熱量（W）が通過
するかを表わしています。通常λ（W ／（m・K））で示されます。
熱伝導率は厚みに関係なく一定の数値となり、数値が小さいほど熱が伝わりにくい
材料といえます。

熱抵抗（R）
使用する材料の厚さにおいて熱の
伝わりにくさを表わす数値です。
単位は m2・K ／ W で、数値が大
きいほどその部位の断熱性能は高
いことになります。

＜熱抵抗の算出式＞

熱抵抗 = 厚さ÷熱伝導率
（ｍ２・K ／ W）　（m）　（W ／（m・K））

熱抵抗は、厚さを熱伝導率で
割ることで求められます。
厚さの単位はメートルですの
で、ご注意ください。

■サットフォーム規格表（mm）定尺柄

■サットフォームの性能
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サットフォーム床用（根太間用）寸法規格
　根太間用サットフォームはスリット加工ありとスリット加工なしがあります。

根太ピッチ 303 の規格寸法
根太ピッチ

（mm） 断熱材厚さ 根太巾（mm） サットフォーム
スリットなし（mm）

サットフォーム
スリットあり（mm） 長さ（mm）

303

15mm 〜

60mm

（5mm 間隔）

40 （N）　263 （A）　265

910

＆

1820

45 （N）　258 （A）　260

50 （N）　253 （A）　255

55 （N）　248 （A）　250

60 （N）　243 （A）　245
※スリットありはスリットなし＋巾 2mm）

根太ピッチ 364 の規格寸法
根太ピッチ

（mm） 断熱材厚さ 根太巾（mm） サットフォーム
スリットなし（mm）

サットフォーム
スリットあり（mm） 長さ（mm）

364

15mm 〜

60mm

（5mm 間隔）

40 （N）　324 （A）　326

910

＆

1820

45 （N）　319 （A）　321

50 （N）　314 （A）　316

55 （N）　309 （A）　311

60 （N）　304 （A）　306
※スリットありはスリットなし＋巾 2mm）

根太ピッチ 455 の規格寸法
根太ピッチ

（mm） 断熱材厚さ 根太巾（mm） サットフォーム
スリットなし（mm）

サットフォーム
スリットあり（mm） 長さ（mm）

455

15mm 〜

60mm

（5mm 間隔）

40 （N）　415 （A）　417

910

＆

1820

45 （N）　410 （A）　412

50 （N）　405 （A）　407

55 （N）　400 （A）　402

60 （N）　395 （A）　397
※スリットありはスリットなし＋巾 2mm）

※ 長さ 1000mm ＆ 2000mm の対応も可能です。

スリット無し スリット有り

品番記入例　

厚さ 40（N）263

品番記入例　

厚さ 40（A）265
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サットフォーム床用（根太レス工法）寸法規格
　根太レス工法は図面より当社設計士が寸法を読み取り断熱材をプレカットします。

　床伏図よりプレカット寸法を表示した図面とプレカットを施した断熱材を納入
　※断熱材納入まで約 1 週間
　
　断熱材厚さ 40mm 〜 125mm（5mm 間隔）
　　　　　　　　　　※ 2F 外気床用

床の施工（根太レス工法）

完成図

受具

① 1F 床伏図 ② プレカット図

③ プレカット寸法＆必要数
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サットフォーム壁用寸法規格

壁の施工

厚さ 巾 長さ（mm）

サットフォーム 3 号品
50,55,60,85,90
15 〜 500 まで
5mm 間隔

図面の
指示寸法通りプレカット

（100mm 〜 500mm）

910　　1820
※ 2400　※ 2900
※特注品対応です

サットフォーム特号品
50,55,60,75
15 〜 500 まで
5mm 間隔

図面の
指示寸法通りプレカット

（100mm 〜 500mm）

910　　1820
※ 2400　※ 2900
※特注品対応です

関連商品

軸組図 プレカット図
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サットフォーム屋根用（カット品）寸法規格（通気層なし）

垂木ピッチ（mm） 垂木寸法（幅）（mm） 厚さ（mm） サットフォーム
幅（mm） 長さ（mm）

303

38

40、50、

55、60、

65、70、

75、80、

85、90

（R）　265
910

1820
40 （R）　263

45 （R）　258

364

38 （R）　326
910

1820
40 （R）　324

45 （R）　319

455

38 （R）　417
910

1820
40 （R）　415

45 （R）　410

プレカット商品に付　　
　例　40（厚さ）　　（R）265（幅寸法）　スリット無しの寸法です。

屋根伏図 プレカット図

品番記入例　厚さ 40（R）265
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サットフォーム屋根用（通気層付パネル）寸法規格

垂木ピッチ（mm） 厚さ 垂木寸法（幅）
（mm）

サットフォーム幅
（mm） パネル形状

303

通気層

＋断熱材厚さ

38 263

40 261

45 256

364

38 324

40 322

45 317

455

38 415

40 413

45 408

※針葉樹合板（12mm）

３号品&特号品

（一例です）
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サットフォーム天井用
　『天井断熱は図面より寸法を読み取り断熱材をプレカットします。』
　『小屋伏図よりプレカット寸法を表示した図面②とプレカットを施した断熱材を納入致します。
　※断熱材納入まで約１週間』

① 小屋伏図 ② プレカット図
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次世代省エネ基準による断熱材の厚み　（等級４）
　　　　Ⅳ地区　　充填断熱工法

新省エネ基準による断熱材の厚み（等級 3）

サットフォーム
3 号品

サットフォーム
特号品

省エネ基準等級 3
床（0.9㎡ K/W） 40m/m 35m/m

壁（1.2㎡ K/W） 50m/m 45m/m

屋根又は天井
（1.8㎡ K/W） 70m/m 65m/m

外気に接する床
（1.6㎡ K/W） 60m/m 55m/m
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