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『博多グリーンホテル1号館』
博多グリーンホテルは福岡県内で4店舗を展開している
ビジネスホテルです。
1974年に営業を開始した博多グリーンホテル1号館は、
2015年建て替えの際に3・5・7の素数の割合でリブを配列
したデザインパネル「プライムライン」と美観を保つ工場
塗装仕上げ「カラーフロン」が合わせて採用されました。

物 件 名
所 在 地
施 主
設 計
施 工
外 壁

博多グリーンホテル1号館
福岡県福岡市
博多グリーンホテル
清水建設
清水建設
「プライムライン」　カラーフロン
「アスロック600」　現場塗装
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合格

合格

75%以上

不合格

合格

アスロックタイルパネル基準値

JASS 19 陶磁器質タイル張り工事 基準値

タイル裏面 接着剤付着状態

50%

高級感ある外観を創る アスロックタイルパネル（ATP）

一般基準（JASS19陶磁器質タイル張り工事）より厳しい検査基準で品質管理

物件名　  ヴィアイン新宿
所在地　  東京都新宿区
施　主  　小学館
設　計 　 東急設計コンサルタント
施　工　  鹿島建設
外　壁　  「アスロック900・800（特注幅）・600」
　 　　　 弾性接着剤張りATP、
　　　　  現場塗装仕上げ
PHOTO　 エスエス東京

物件名　  ノルデンハイム
　　　　  天神橋アドバンス
所在地　  大阪市北区
設　計  　オーク設計
施　工　  鹿島建設
外　壁　  ランディルA
　　　　  現場塗装仕上げ

ATP　コーナーパネル （縦張りの場合）

ホテルの外観はまさに『顔』。上質感や優雅な佇まい、安らぎ
や優しさを感じさせるデザインが求められるため、陶磁器質
タイルの持つ質感は不動の人気を誇ります。
アスロックタイルパネルは工場でタイルの張り付け加工を
行い、安定品質・工期短縮を実現しました。

L1

アスロック

アメラクリップ

補強プレート又は補強アングル

M10ボルト

L2

専用補修材充填

エポキシ樹脂系接着剤(全面接着)

・50角モザイクタイル <ATP-1 (21)>
・50二丁モザイクタイル <ATP-2 , 3 , 4 他> 
・50三丁モザイクタイル <ATP-32 , 33>
・二丁掛タイル <ATP-9 , 10>

（※）LIXIL以外のタイルはご相談ください。

標準外タイル　＜使用タイル ： モザイクタイル(195×45）＞

標準モザイクタイル以外の場合は見本タイルをご提供いただければ　
製造の可否を判断いたします。詳しくは担当までご相談ください。

標準タイル　＜使用タイル ： 100角タイル（ATP-11）＞

製作コーナー300角コーナー

＜ATP-11>

290

ホテル特集

<次世代のタイル意匠  グリッドデザインシリーズ >

ランディル A ミクティル A

製作コーナー適用範囲

タイプ サイズ

補強プレート

250㎜≦（L1、L2）≦350㎜　かつ　L1＋L2≦700㎜

150㎜≦（L1、L2）≦400㎜　かつ　L1＋L2≦650㎜

200㎜≦（L1、L2）≦400㎜　かつ　L1＋L2≦650㎜

補強アングル
150㎜≦（L1、L2）≦590㎜　かつ　L1＋L2≦900㎜

150㎜≦（L1、L2）≦650㎜　かつ　L1＋L2≦900㎜

ランビックAワイド

標準で右記のタイルも
ご用意しております。

規則性のある不規則グリッドによるシャープなデザインエッジ
タイル調の外装仕上げで剥離がなく、10年検査不要。

ホテルの外壁に、タイルや石材を安全に 
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大型アルミパネル仕上げ材も
取り付け可能！

レールファスナーストロング

NEW！

縦ルーバーの他に横ルーバーも
取り付け可能！

ルーバー仕上げ

石張り仕上げ

＜施工物件紹介工法＞

NEW！

格調高いアクセントに最適な レールファスナー

導入部の役割もホテルにとっては重要です。アスロックとの組み合わせも容易なレールファスナー工法なら、高級感あふれる石張りや、
スタイリッシュで都会的センスを演出するスパンドレル・ルーバー仕上げで、外装の自由度が広がります。
さらにアスロックの特殊な断面設計により大型アルミパネルの取付けを可能としたレールファスナーストロングもご用意しております。

外　壁　 　レールファスナー工法 石張り仕上げ
　　　　 　アスロック600 
　　　　 　カラーフロン・カラーフロンメタリック

物件名　　 アパホテル　新宿歌舞伎町タワー
所在地　　 東京都新宿区
施　主　　 アパホテル
設　計　 　大建設計
施　工　 　東急建設　

物件名　 　 　　ヒルトン沖縄
 　　北谷リゾート
所在地　 　　沖縄県中頭郡
基本設計 　　久米設計
実施設計 　　大林組
デザイン監修　　光井純アソシエイツ
施　工 　　大林組  
外　壁　  　　レールファスナー工法
 　　石張り仕上げ

　　　　  　　アスロック600、
 　　タスロック600
 　　現場塗装

　　　　  　　タイルロック
 　　現場タイル張り仕上げ
PHOTO 　　川澄・小林研二 
 　　写真事務所

レールファスナー工法の

ご紹介

▲  レールファスナー使用部位

▲  レールファスナー使用部位

スパンドレル仕上げ

設置できる「アスロック」が選ばれています。



はい
95%

間仕切壁耐火構造の大臣認定「別添」では、下部取付け金物が露出しない図が記載されてい

ます。下地と金物が露出する場合、建築工事監理指針では「パネル上部の取付け金物は、（中

略）耐火被覆を行う」としており、図中でも「取付け下地、金物には耐火被覆を施す。」としな

がらも、下部では無被覆の下地と金物の図が掲載されています。このことから、下部の下地

鋼材および取り付け金物には耐火被覆不要と判断します。

なお、上記の当社見解は、防火材料等の認定や運用に係わる質問等に対し、当社が認識して

いる内容を回答例として示したものです。建築基準法および関連法規への適合性を保証す

るものではありませんので、基本的には確認検査機関等の判断に従ってください。

〒650-0035 神戸市中央区浪花町15番地 
TEL：078-333-4111　FAX：078-393-7019
http://www.nozawa-kobe.co.jp
<アスロック専用>http://www.asloc.co.jp このパンフレットは、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

Q
A

アスロックを防火区画間仕切壁として使用した場合に、
下部の下地鋼材には耐火被覆が必要ですか。

Top i c s

異人館博士の

Q&A

＜LS工法＞

（注）耐火間仕切り

として使用する場合、

取り付け下地、金物

には耐火被覆を施す。

＜ 下部断面図 ＞＜ 上部断面図 ＞

国土交通省大臣官房庁営繕部監修　建築工事監理指針　平成25年版（抜粋）

Q . LS工法は従来工法に比べて施工省力化に
寄与したと感じましたか？

＜LS工法 現場の声＞

※実際に現場で『LS工法』を採用いただいた皆様にアンケートを実施。
　その結果、95％の会社が省力化を実感していただけました！

工期遅延問題を解消する『LS工法』
～大切な資産運用を計画通り  にスタートいただくために～

❶❷❸の特長が
ここに実現

❶  「工場プレ加工」にて、クリップの孔あけとガスケットの設置を完了

❷ 水密性能を確保しながら内水切を不要に

❸ 層間部のアングル1本化工法により下地鋼材を約1/2に

30％
現場工期

ノザワのアスロックサイトがリニューアルしております。
皆様のご意見を参考に、さらに内容等を充実させていきたいと思いますので、
ぜひアンケートにお答えくださいますよう宜しくお願い申し上げます。

NOZAWAアスロックサイト 

Webアンケート実施中！

結果

大幅に削減

＜防火区画の形成＞

間仕切壁の耐火性能は、建築基準法施行令第107号の規定に基づく技術基準による。そのため、防火区画を形成する場合は、

所定の耐火性能を満足するパネル及び仕様により施工する。パネル上部の取り付け金具は、建築物の階に応じて所定の耐火

性能を有する耐火被覆を行う。（下図参照）

アスロック 検索
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耐火被覆

Zクリップ押出成形セメント板

耐火目地材
（不燃パッキング） 通しアングル

（下地鋼材）

アンカー幅木

Lファスナー

押出成形セメント板
押出成形セメント板

Zクリップ


