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ジョリパット プレミアムリフレッシュ

P R EM I UM
REFRESH

JOLYPATE RENOVATION
for E x ter ior

ジョリパット 外装リノベーション

次の 10 年も、お任せください。

長年ジョリパットをご愛用の皆さまへ。

ジョリパットの耐用年数は汎用品で約 10 年。

そろそろ塗り替えの時期ではないでしょうか。

最新のジョリパットシリーズは、優れた意匠性に加え

「耐汚染性」、「耐候性」、「防カビ」、「ひび割れに強い」

などの機能性が向上。

皆さまのご期待に応えるため、さらに使いやすくなりました。

だからこそ、自信をもっておすすめしたい。

次の塗り替えも、ぜひ、ジョリパットで。

褪せない信頼で、大切な建物を末永くお守りします。

色替え
のみ

色替え
意匠替え

ジョリパットフレッシュシリーズ

JOLYPATE
FRESH

新築
改修

ジョリパット
基礎コート Ⅱ改修 ジョリパット

基礎コート Ⅱ
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省施工
短工期

色替え
機能性向上

新築・改修

選べる
意匠性

高機能
高耐久

改修

既存の意匠をそのままに、色を塗り替えるリーズナブルな改修工法。
機能性を付与することも可能です。

従来の基礎コートをさらにバージョンアップ。シンプルな S-1仕様からデラックスな
石目調の D-1仕様をご用意。またコンクリートブロック塀の改修もご用意しました。

基礎コンクリートを長期にわたって保護します。

ブロック塀の改修に最適な改修工法です。

JOLYPATE FRESH ジョリパット基礎コート Ⅱ

JOLYPATE PREMIUM REFRESH

ジョリパットフレッシュシリーズ 住宅基礎コンクリート用意匠塗材

ジョリパット プレミアムリフレッシュ

今ある壁を、ジョリパットフレッシュで機能性も意匠性もアップグレード
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■ジョリパットプレミアムリフレッシュ 対応パターンと性能

省施工
短工期

選べる
意匠性

高機能
高耐久

住宅や店舗の外観を、

より洗練された印象に。

多彩な機能で、あらゆる

リフォームニーズに対応。

DESIGN REFRESH QUALITY REFRESH

Before

Af ter

今ある壁を、高意匠性塗材ジョリパットに
アップグレード。
高意匠ジョリパット改修システム プレミアムリフレッシュは、

塗料を塗るだけの簡易的な改修とは一線を画す、

多様なテクスチャーへの変更が可能な工法です。

意匠性が高いのはもちろん、施工性にも優れ、短期間での施工が可能に。

ご自宅や店舗の外壁に、ワンランク上の価値を与えます。

アクリル
シリコーン     88  141

JOLYPATE PREMIUM REFRESH
ジョリパット プレミアムリフレッシュ

※JP-100を具体例として挙げています。シリーズにより対応パターン・カラーなどが異なります。
※ピクトマークの詳細はジョリパット総合カタログ（D123）をご参照ください。
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アンダーフィラーで下地をフラットにすることで、従来の工法で

必要だったセメント系材料での下地調整作業を省略。アンダー

フィラーから仕上げ工程まで、同一施工業者で完結できるため、

低コストです。工期も短く、日常生活や店舗営業への影響を

最小限に抑えられます。

使用する箇所、環境によって求められる機能は様 。々ジョリパット

シリーズはあらゆるニーズに対応できるよう、多様な機能を持つ

シリーズをご用意しています。耐候性や、柔剛性に優れたものなど、

お施主様のご希望に応じたシリーズの選択が可能です。

テクスチャーは、ジョリパットシリーズの豊富なラインナップ

に対応。落ち着いた雰囲気のボーダー系や、あたたかみの

あるマテリアル系、クールでトラディショナルなクリフ系など、

様々な質感からイメージに合った表現を選択できます。

選べる意匠性

省施工・短工期

高機能・高耐久

プレミアムリフレッシュ の特長

●旧塗膜
（高圧洗浄）

高圧洗浄

高圧洗浄

■一般的な工法

工法比較

汚染性比較

■ジョリパットプレミアムリフレッシュ

下地調整
（モルタル仕上）

左官業者

シーラー塗布

シーラー塗布

アンダーフィラー
塗布

下塗り

上塗り

●シーラー塗布
JS-800

●アンダーフィラー塗布
ジョリパットシリーズ +寒水石

●仕上げ
JOLYPATE上塗
JP-100,JQ-500,JQ-620,JQ-650

上塗り

省施工
短工期

同一業者による一貫施工

汎用塗材 ジョリパットシリーズ

塗装業者塗装業者
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Before Af ter

“手直しするなら外装。

　 予想を上回る変貌に、とっても感激しています。”
SANARE Co.( 美容院 ) ／東京都練馬区

■ジョリパットプレミアムリフレッシュ

Before

Af ter

旧塗膜：くし引き ミックスボーダー

旧塗膜：くし引き 珪藻土風フラット

1.

高圧洗浄

水を吹きかけ、表面に付着した汚れ
を綺麗に取り除きます。

2.

シーラー塗布

洗浄が済んだ壁面に、シーラーを
塗布します。



6

Before

Af ter

3 .

アンダーフィラー塗布
下地調整のため、アンダーフィラーを
塗布。表面をフラットにします。

4.

上塗り
下地を十分に乾燥させたら、お好みの
意匠で上塗りをして完成です。
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色替え
機能性向上

Before

Af ter

古くなったジョリパットの上からローラーでカンタンに施工することができ、

ジョリパットならではの上質な質感をよみがえらせます。

遮熱（JQ-810）、高耐候（JQ-820）など美観を長持ちさせ、

さらに快適な機能性を追加することも可能です。

既存の意匠をそのままに、
色を塗り替えるリーズナブルな改修工法。
機能性を付与することも可能です。

＊下地に微細なクラックがある場合はセーフフィラー（微弾性フィラー）JM-600を使用してください。

旧塗膜 アイカセーフシーラー
JS-800＊

ジョリパットフレッシュ
JQ-820
（2回塗り）

施工方法（例）

JOLYPATE REFRESH
ジョリパットフレッシュシリーズ
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ジョリパットフレッシュ の特長

JQ-820JQ-810

試験結果

ジョリパットの風合いを残したまま、ロー
ラーで簡単に施工が出来る改修用塗材。

クールタイプのJQ-810は、外気の熱を遮
断して、室内の温度上昇を抑えます。

紫外線による塗膜の劣化を抑え、改修
後の美観がさらに長持ちします。

スタンダードタイプ 遮熱タイプ 高耐候タイプ

JQ-800 JQ-810JQ-800 JQ-810 JQ-820

127     アクリル
シリコーン

JQ-800
ジョリパットフレッシュ

89     アクリル
シリコーン

遮熱性

126     アクリル
シリコーン

JQ-810
ジョリパットフレッシュクール

JQ-820
ジョリパットフレッシュ∞

（インフィニティ）

スタンダードタイプのジョリパットフレッシュ JQ-800  に

遮熱効果  高耐候性  機能をプラスしたタイプも選択できます。

施工可能な下地
ジョリパット・ジョリパットアルファ・ジョリパットネオ・ジョリコート
アクリル樹脂系塗膜・ポリエステル樹脂系塗膜・アクリルリシン
弾性リシン・シリカリシンなど

施工できない下地 シリコン樹脂系塗膜・フッ素樹脂系塗膜・単層弾性塗膜・タイル・
しっくい・土壁・鉄など

適応下地について

汚れ抑止

遮熱性

耐候性

高耐候性

塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美
観を長期間保ちます。

遮熱効果により日射による室内の温度上昇を抑えます。

耐候性の良い樹脂を使用して塗膜の耐久性を向上さ
せました。

促進耐候性試験結果（スーパーUV500時間照射）

紫外線による塗膜の劣化を抑え、従来以上に色あせ
しにくくなっています。

〈ご注意〉汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、
施工した面により異なります。

高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

JQ-800／JQ-810

の数値が小さい方が耐候性が良いことを示します。
スーパーUV：太陽光の約30倍の紫外線を照射する促進耐候性試験。

30年後も色あせしにくい！ジョリパットフレッシュクール 汎用塗料

遮熱性

〈ご注意〉耐候性の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。
濃色系は外部で使用する場合、色褪せが目立つ場合があります。

試験前 試験前試験後（30年相当） 試験後（30年相当）

ジョリパットフレッシュ∞ 汎用品

BOX裏面温度
約２０℃の遮熱

BOX内部温度
約1０℃の遮熱
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ジョリパット基礎コート Ⅱ
住宅基礎コンクリート用意匠塗材

■対応カラー ■対応カラー

C-100（オイスターホワイト）C-110（グレー） C-120（ベージュ） C-111（アッシュグレー） C-112（アッシュローズ）

■基礎コートⅡ共通性能

中性化抑制 可とうタイプ耐候性

コンクリートの中性化を抑制。住宅の土台
である基礎コンクリートを長期にわたって
保護します。

JISA1153「コンクリートの促進中性化試験方法」に
準ずる。材例10週目 【メタルハライドランプ式耐候性試験】

ジョリパット基礎コートⅡはコンクリートのヘ
アークラックに追従するため表面クラックが
生じにくく基礎コンクリートを保護します。

トップコートは耐候性に優れた樹脂を採用
していますので、紫外線による劣化を抑制
します。

照射前 400h照射後

中性化深さ0mm

シンプルなS-1仕様からデラックスな石目調のD-1仕様をご用意。

またコンクリートブロック塀の改修D-2仕様もご用意しました。

リーズナブルなシングル塗布タイプです。 石目調のデザインで基礎部分にデザイン性をプラス。

S-1仕様 D-1仕様

従来の基礎コートを
さらにバージョンアップ。

新築
改修

新築
改修
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■対応カラー

Before

Af ter

C-100（オイスターホワイト） C-111（アッシュグレー） C-112（アッシュローズ）

■ ジョリパット基礎コートⅡ標準施工工程

■ ジョリパット基礎コートⅡ 製品一覧

S-1仕様
工程 材料名 荷　姿 使用量 施工方法

仕上げ JC-17C 23.3kg/セット 1.1kg/㎡ 砂骨ローラー（標準目）
※ 改修時など下地調整が必要な場合は、下地調整材JM-11にて平滑にした上で仕上げて下さい。

D-1仕様

工程 材料名 荷　姿 使用量 施工方法

ベース JM-15 20kg/セット 1.0kg/㎡ 砂骨ローラー

仕上げ JC-18C 20kg/缶 1.0kg/㎡ 砂骨ローラー
※ 改修時など下地調整が必要な場合は、下地調整材JM-11にて平滑にした上で仕上げて下さい。

D-2仕様
（コンクリートブロック塀専用）

工程 材料名 荷　姿 使用量 施工方法

下地調整 JM-11 15kg/袋 2.0kg/㎡（目安） 金ゴテ

シーラー JS-800 16kg/缶 0.1kg/㎡ ウールローラー

仕上げ1 JC-18C 20kg/缶 1.0kg/㎡ 砂骨ローラー（標準目）

仕上げ2 JC-18C 20kg/缶 1.0kg/㎡ 砂骨ローラー（標準目）

使用工程 品　番 容　量 梱包単位 備考

下地調整材 JM-11 15kg 袋 D-2仕様、下地が粗い場合で使用

ベース材 JM-15 20kg 箱 D-1仕様で使用

シーラー JS-800 2kg･16kg 缶 D-2仕様で使用

仕上材 JC-17C 23.3kg 缶 S-1仕様,JC-17C□□□（カラー番号）

仕上材 JC-18C 5kg･20kg 缶 D-1、D-2仕様,JC-18C□□□（カラー番号）

速乾型の補修モルタルを使用しており、スピーディーに目地

のないシームレスな平面デザインが可能に。味気ないブロッ

ク塀にデザイン性をプラスすることで、街並みと調和した洗

練された印象をもたらします。

D-2仕様（コンクリート塀専用）

既設のコンクリート塀の
改修におすすめな仕様です。

改修
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〈082〉254-1311
〈086〉243-1327

新　潟
松　本
名古屋
静　岡
北　陸
大　阪
神　戸
京　都
広　島
岡　山

四　国
福　岡
鹿児島
沖　縄 

札　幌
仙　台
盛　岡
福　島
東　京
横　浜
埼　玉
千　葉
宇都宮
北関東

〈011〉811-9201
〈022〉232-3251
〈019〉653-5591
〈0248〉62-1420
〈03〉5912-2841
〈045〉640-1081
〈048〉601-2191
〈043〉382-4311
〈028〉346-1750
〈027〉322-8771

〈011〉812-2968
〈022〉235-1067
〈019〉653-5419
〈0248〉62-1422
〈03〉5912-2847
〈045〉640-1087
〈048〉601-2190
〈043〉382-4312
〈028〉346-1752
〈027〉327-2271

〈087〉851-9588
〈092〉474-1190
〈099〉226-7511
〈098〉868-6367

〈025〉245-8597
〈0263〉33-1325
〈052〉757-1058
〈054〉286-0453
〈076〉222-9608
〈06〉6265-6814
〈078〉222-6326
〈075〉284-0771
〈082〉255-8817
〈086〉243-7508

〈087〉851-9592
〈092〉474-1282
〈099〉226-7515
〈098〉868-6372

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

FAX
FAX
FAX
FAX

FAX
FAX
FAX
FAX

D261A  19.03.2S.AD
※問合せセンター・カタログセンター・アイカ塗板センターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからの当日出荷ご依頼分の受付時間は14：00（FAXの場合は12：00）です。

アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471

ホームページ：www.aica.co.jp
FAX〈052〉409-1526

カタログ、サンプル帳のご請求は
ホームページまたはFAXにて

業務用

〈03〉6770-2012
〈052〉757-1056
〈06〉6265-6828
〈092〉474-1164

東　京ショールーム
名古屋ショールーム
大　阪ショールーム
福　岡ショールーム

● 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合せてお読みください。
● 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したもので
　 はありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

共通項目

コンクリートのクラックを素早く補修。

早い 簡単 スムーズ

基礎改修時のひび割れ補修にも最適です。
見逃しがちな基礎部分もしっかり簡単キレイに改修できます。

［クラックメンテ（JB-CM）セット内容］
●アルミパウチ  2袋（アルミパウチ内容物 40g樹脂
入りシリンジ 3本 シリカゲル）●洗浄用ピン  1本  
●先端用シリコンゴム 2個 ●シリンジジョイント 1個
※クラックメンテ専用ガン（JB-CMG）は別売りとなります。

ひび割れ

欠損部

クラック
メンテ
で補修

JM-11で補修
ジョリパット基礎コートⅡ
で仕上げ

Before A f ter

ジョリシール クラックメンテ JB-CM
ひび割れ補修材

ガンタイプなので軽く握るだけでスムーズに塗布できます。

計量・混合手間もなく、作業後のメンテナンスも不要です。

ひび割れをしっかり充填し強い接着性を発揮します。

新商品




