
EMS 81566 / ISO 14001:2004
（本社・関工場）

製品一覧表

分　　類 改質アスファルト系常温防水 分　　類 折板・瓦棒屋根の防水
品　　名 ナルファルトＷＰ 品　　名 ナルファルトＷＰ－Ｓ
一般性状 主成分 アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム 一般性状 主成分 アスファルト、熱可塑性樹脂、合成ゴム

粘　度 60,000 cps 粘　度 12,000 cps
固形分 65 ％ 固形分 67 ％
比　重 1.2 比　重 1.2
外　観 黒褐色水性エマルジョン 外　観 黒褐色水性エマルジョン

荷　　姿 ポリペール缶入り
ナルファルトＷＰ（18kg）／ナルファルトプライマー （2kg）

荷　　姿 ポリペール缶入り（18kg）

分　　類 補強布 分　　類 防水層保護被覆材
品　　名 ナルファルト不織布 品　　名 ナルファルトトップＳ（軽歩行用）
一般性状 主成分 ポリエステル 一般性状 主成分 アクリルエマルジョン、骨材

重　量 7kg ／ 2kg 粘　度 10,000 cps
固形分 73 ％
比　重 1.58
外　観 各色水性エマルジョン

荷　　姿 105cm（幅）×100m ／ 20cm（幅）×100m 荷　　姿 石油缶入り（20kg）

分　　類 防水層保護被覆材 分　　類 太陽熱反射防水層保護被覆材
品　　名 ナルファルトトップＰ（非歩行用） 品　　名 ナルファルトトップ遮熱Ｓ（軽歩行用）
一般性状 主成分 アクリルエマルジョン 一般性状 主成分 アクリルエマルジョン、骨材

粘　度 2,000 cps 粘　度 3,000 cps
固形分 53 % 固形分 73 %
比　重 1.2 比　重 1.4
外　観 各色水性エマルジョン 外　観 各色水性エマルジョン

荷　　姿 石油缶入り（15kg） 荷　　姿 石油缶入り（20kg）



製品一覧表

分　　類 太陽熱反射防水層保護被覆材 分　　類 高耐久防水層被覆材
品　　名 ナルファルトトップ遮熱Ｐ（非歩行用） 品　　名 ナルファルトトップハード
一般性状 主成分 アクリルエマルジョン 一般性状 主成分 ポリエチレン ･アクリルエマルジョン、骨材

粘　度 3,000 cps 粘　度 25,000 cps
固形分 67 ％ 固形分 70 ％
比　重 1.3 比　重 1.4
外　観 各色水性エマルジョン 外　観 灰色水性エマルジョン

荷　　姿 石油缶入り（20kg） 荷　　姿 ポリペール缶入り（20kg）

分　　類 膨れ防止下地調整材 分　　類 防水用素地調整材
品　　名 ナルブリッドＢ 品　　名 ナルジャストＰ
一般性状 主成分 アスファルト・アクリルエマルジョン、骨材 一般性状 主成分 ポリエチレン ･アクリルエマルジョン、骨材

粘　度 ペースト状 粘　度 ペースト状
固形分 70 ％ 固形分 75 ％
比　重 0.75 比　重 0.85
外　観 黒褐色水性エマルジョン 外　観 乳白色水性エマルジョン

荷　　姿 ポリペール缶入り（15kg） 荷　　姿 ポリペール缶入り（16kg）

分　　類 改質アスファルト防水シート 分　　類 防水層再生工法
品　　名 ナルシート 品　　名 ナルライト注入用
一般性状 主成分 改質アスファルト 一般性状 主成分 石油樹脂 ･アクリルエマルジョン

厚　み 2mm 粘　度 30,000 cps
重　量 21kg 固形分 48 ％

比　重 1.05
外　観 乳白色水性エマルジョン

荷　　姿 100cm（幅）×10m 荷　　姿 ポリペール缶入り（20kg）



製品一覧表

分　　類 ナルライト注入用硬化剤 分　　類 ナルライト注入用硬化材
品　　名 アクアゲル 品　　名 アロフィクスＭＣ
一般性状 主成分 水溶性ポリイソシアネート 一般性状 主成分 ケイ酸カルシウム

粘　度 ペースト状 比　重 3.0
固形分 80 ％ 外　観 灰白色微粉末
比　重 1.1
外　観 淡黄色粘性液体

荷　　姿 缶入り（1kg） 荷　　姿 袋入り（20kg）

分　　類 コンクリートブロック接着剤 分　　類 コンクリートブロック接着剤
品　　名 ナルシルバー／ナルシルバーミニ 品　　名 ナルパーク
一般性状 主成分 石油樹脂 ･アクリルエマルジョン、骨材 一般性状 主成分 アスファルト ･アクリルエマルジョン、骨材

粘　度 300,000 cps 粘　度 200,000 cps
固形分 70 ％ 固形分 68 ％
比　重 1.2 比　重 1.1
外　観 灰色水性エマルジョン 外　観 黒褐色水性エマルジョン

荷　　姿 ダンボール箱
チューブ （1kg）　20 本入り／チューブ （350g）　40 本入り

荷　　姿 ダンボール箱
チューブ （1kg）　20 本入り

分　　類 モルタル接着剤 分　　類 コンクリート打継止水剤
品　　名 ナルファルトＡ 品　　名 ナルストップ
一般性状 主成分 アスファルトエマルジョン 一般性状 主成分 アスファルトエマルジョン

粘　度 35,000 cps 粘　度 ペースト状
固形分 50 ％ 固形分 55 ％
比　重 1.05 比　重 1.05
外　観 黒褐色水性エマルジョン 外　観 黒褐色水性エマルジョン

荷　　姿 ポリペール缶入り（20kg）
チューブ （1kg）　20 本入り

荷　　姿 ダンボール箱
330cc カートリッジ　48 本入り／ 16 本入り



製品一覧表

▪東 京 本 店　〒140－0013　東京都品川区南大井6－17－7� TEL.03（3763）4113㈹
▪名古屋営業所　〒451－0052　愛知県名古屋市西区栄生1－35－20� TEL.052（586）3811㈹
▪大阪営業所　〒573－0126　大阪府枚方市津田西町1－15－9� TEL.072（858）5902㈹
▪沖縄出張所　〒900－0015　沖縄県那覇市久茂地2－3－11� TEL.050（1386）7947㈹
　　　　　　　　〒519－1107　三重県亀山市関町木崎1703－3� TEL.0595（96）1411㈹

営業部

工　場E-mail：naruse@net.email.ne.jp
▪ http://naruphalt.com

分　　類 コンクリート混和剤 分　　類 特殊水性ポリエチレン系防食防水材
品　　名 ナルファルトＣ 品　　名 ナルコートＣＰ／ナルコートＪＷ
一般性状 主成分 アスファルトエマルジョン 一般性状 主成分 ポリエチレンエマルジョン

粘　度 500 cps 粘　度 150,000 cps
固形分 50 ％ 固形分 63 ％
比　重 1.05 比　重 1.15
外　観 黒褐色水性エマルジョン 外　観 灰色水性エマルジョン／青色水性エマルジョン

荷　　姿 石油缶入り （18kg） 荷　　姿 ポリペール缶入り （20kg）

分　　類 天然石塗床舗装仕上材 分　　類 天然石接着剤
品　　名 ナルスワロ（20kgセット／5kgセット） 品　　名 ナルスワロエマルジョン
一般性状 主成分 天然石 一般性状 主成分 ポリエチレン ･アクリルエマルジョン

粘　度 25,000 cps
固形分 50 %
比　重 0.95

荷　　姿 ポリペール缶入り
20kgセット　天然石：20kg・接着剤：2.5kg
5kgセット　天然石： 5kg・接着剤：0.7kg

外　観 乳白色水性エマルジョン
荷　　姿 ダンボール箱 （2.5kg パック・8袋入り）

分　　類 天然石表面結合力回復剤
品　　名 ナルスワロリキッド
一般性状 主成分 ポリエチレン ･アクリルエマルジョン

粘　度 5,000 cps
固形分 40 ％
比　重 0.95
外　観 乳白色水性エマルジョン

荷　　姿 缶入り （5kg）
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