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ACC  調査診断の注意点

・既存塗膜の種類の確認

1.窯業系サイディング板
塗膜調査診断の注意点 ・通気構法の確認

2屋根診断

3塗装技術に関するクレーム事例

4ルミステージ 塗膜10年保証を満たす為には

5施エマナー

6安全管理

7広告宣伝活動の注意事項

AGC

・凍害の有無の確認



AGC AGC既存塗膜の種類の確認

現場調査で築年数、改修履歴や既存塗膜の種類
を確めて下さい。

既存塗膜が無機塗料や光触媒の場合は、
塗装できません。

既存塗膜の種類の確認

AGC既存塗膜の種類の確認 AGC既存塗膜の種類の確認

なぜ

既存塗膜の種類が分らない場合は、EFPクリヤー
プライマーで外壁面の目立たない部分に試験塗
装を行つて下さい。

EFPクリヤープライマーで既存塗膜との密着性を確
認します。密着不良の場合、既存塗膜が無機塗料
や光触媒の可能性が高いです。

既存塗膜の異常 (ハクリ、浮き、膨れ)を確認して
下さい。

既存塗膜に脆弱部がある場合、塗替え後、その脆
弱部からハガレが発生する可能性があります。

必ず塗膜の脆弱部を除去後、塗装を行つて下さい。

EFPクリヤープライマー
の2瞑が剥がれる
‐塗装不可

→
勁

既存笙膜にEFPク リヤープ

ライマーの塗膜が残る
‐誉装可



ACC AGC 通気構法の確認

通気構法の確認 なぜ

窯業系サイディング板の場合、通気構法で施工され
たかどうか確認して下さい。

通気構法でない場合、水分が外部に排出されずサ
イディング板内から塗装した塗膜を押上げる形で

水分が逃げます。その結果、フクレが発生します。

ACC 通気構法AGC 通気構法
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ACC 通気構法の確認

() 土台水切付近で通気構法であるか確認して下さい。

なぜ 土台水切付近に手を入れることにより、通気構法
であるかどうかの判断材料になります。

ACC 通気構法の確認

風呂、洗面所、台所付近の外壁に塗膜のフクレや
ハガレがある場合、通気構法でない可能性が高い
為、必ず確認して下さい。

なぜ 通気構法でない場合、保証対象外になります。

AGC 土台水切付近の写真

ACC 通気構法
■

‥ 土台水切と窯業系サイディング材の間に

10mmの隙間が有る。

同上の隙間から空気を吸い込んでいる。

北面 風呂、洗面の外壁で、開口部周りに

凍害が発生していない。

2.

3.



ACC窯 業系サイデイング板の確認 ACC

窯業系サイデイングのメーカーや種類によつて、

既存塗膜の種類が変わります。

ルミステージ適不適対応表を確認して下さい。

・ルミステージ適不適対応表を

ACC 凍害の有無の確認

◎    
「凍害履歴の確認」を確認して下さい。 ●

慶
なぜ 凍害履歴がある場合、保証対象外になります。

凍害の有無の確認

AGC 凍害の有無の確認

窯業系サイデイング板に凍害が発生している場合、

保証対象外になります。

事舅携飛喬5月脚軍漑富雫費電t※ 否革1融
解します。その結果、サイデイング板は破壊されます。

張替え(通気構法の採用)を提案して下さい。



AGC 凍害写真 AGC 凍害

AGC 凍害 AGC 技術研修会

1 窯業系サイディング板塗膜調査診断の注意点

2屋担診断

3塗装技術に関するクレーム事例

4ルミステージ 塗膜 10年保証を満たす為には
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7安全管理

8広告宣伝活動の注意事項

剥離状況の模式図



ACC ACC ①屋根の上での注意点

・ヘルメットと滑らない履物を必ず着用して下さい。

・劣化している屋根材の場合、現場調査の時でも屋根材を

破損させてしまう可能性がありますので注意して下さい。

・落下防止に備えて、安全面を確保してから屋根に登る

ようにして下さい。

2.屋根診断

ACC ②屋根診断方法

・築年数を確認する。

・屋根材を確認し、メーカーのメンテナンス時期を参照する。

・屋根面、壁面に汚れ、ひび割れを確認する。

・軒裏の雨のシミの有無を確認する。

・塗装前に上記内容をお施主様に説明をする。

ACC 2.屋 根材別塗装可否一覧表

■●●●螢 ●姜の可百

粘土五
(焼き瓦 )

:hF ―|

Jこ _¬
洋瓦

X

X

X

X

セメント瓦

モニエル瓦

スレート瓦

コロニア,レ

△

一
〇

一
。

金属屋根
銅板 X

ガルバリウム颯板 O

新建材
アスファルトシングル

ポリカーボネート

X

X



AGC モニエル瓦の注意点

「モニエリレ瓦」には下塗りを3～5回施工すること。

(ルーフプライマーEPを使用して下さい。)

スラリー層がない場合は、「プライマー」で固めること。

スラリー層がないモニエル瓦は、塗料の吸い込み

が大きいので、下塗を3回以上塗布しないと造膜し

ません。

下塗塗膜が造膜していない状態では、上塗塗料が

吸い込まれて、艶引けを発生したり、上塗塗膜の

フクレ、ハガレが発生します。

ACC モニエル瓦の写真

ACCモ ニエル瓦の写真

なぜ

ACC 技術研修会

1 窯業系サイディング板塗膜調査診断の注意点

2屋根診断

3塗装技術に関するクレーム事例

4ルミステージ 塗膜10年保証を満たす為には

5施エマナー

6安全管理

7広告宣伝活動の注意事項

スラリー層がない状態

スラリー層がある状態



AGC ACC 通気構法ではない

窯業系サイディング板上の塗膜景1離

ACC

3.塗装技術に関するクレーム事例

通気構法ではない

窯業系サイディング板上の塗膜剥離 ACC 通気構法ではない

窯業系サイディング板上の塗膜剥離

◎

震

通気構法で施工された窯業系サイディング板かどう
か確認して下さい。

通気構法でない場合、水分が外部に排出されず
サイディング板内から塗装した塗膜を押上げる形で

水分が逃げます。その結果、フクレやハガレが発生
します。

浴室0換気ロ



ACC 通気構法ではない

窯業系サイディング板上の塗膜景1離 ACC塗 装面の藻・カビ及び汚染物の付着

藻・カビ及び汚染物が目立ちやすい製品・色合いを

お施主様におすすめする場合は、塗装後の藻・カビの

発生及び、汚染物の付着は保証対象外であることを
しつかりとご説明ください。

藻は適度な水分と日光、カビは適度な温湿度の環境

条件により、場所を問わず発生します。防藻・防カビ

剤を配合した塗料であつても、日本に生息する藻やカ
ビは数千種類ある為、全てにその効果は望めません。

また、塗り替え後の塗膜の色合いによつては、藻やカ
ビが目立ちやすくなる場合がございます。

例)塗り替え前 :濃彩色 ⇒ 塗り替え後 :淡彩色

風呂、洗面所、台所付近の外壁に塗膜のフクレやハ

ガレがある場合、通気構法でない可能性が高い為、
必ず確認して下さい。

通気構法でない場合、水分が外部に排出されず
サイデイング板内から塗装した塗膜を押上げる形で

水分が逃げます。その結果、フクレやハガレが発生
します。

AGC塗 装面の藻・カビ及び汚染物の付着 ACC塗 装面の藻・カビ及び汚染物の付着



AGC 塗膜の透け AGC 塗膜の透け

塗装前

縣 :=:

塗装後
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AGC 塗膜の透け

塗料の「標準所要量」、指定された塗り回数を必ず

守つて下さい。

塗膜の性能は標準所要量で確保されている為、あら

ゆる性能に影響を及ばします。これを怠ると、仕上が

りの外観不良、耐候性不良による塗膜欠陥が発生す

る恐れがあります。

また、「塗1莫保言■書 Jが発行できない場合があります。

被塗装面が平滑でない場合、全体の所要量を満たし

ていても、凹面に塗料がたまり、凸面の塗膜が確保

されず、透けが発生しやすくなります。

AGC有機濃彩色での塗装の注意

０
・

なぜ



ACC有機濃彩色での塗装の注意 ACCルミステージクリヤーの白濁

なぜ

有機顔料を使用した有機濃彩色を選定される場合は、

塗工程数を増やすなどのご対応をお願いします。

有機顔料を使用した塗料は、無機顔料を使用した塗

料に比べ、隠薇性が低くなることがあります。その為、

通常工程で仕上げると「塗膜の透けJが発生する可

能性があります。

隠蔽性が低くなることがある色
・鮮やかな黄色系
・鮮やかな青色系
・鮮やかな赤色系
・オレンジ系

ACC ルミステージクリヤーの白濁

(日) 「目地部のダレ」|ま 、昴1毛でふき取つてTさい。

目地部のダレ溜り部分は、膜厚が厚くなり白濁します。

塗装後にダレや溜まりを出さないように注意して下さい。

塗膜が厚くなり、エマルジョン中の水分の乾燥が

遅くなり、乳白色が残ります。

AGC 塗膜の表層クラック

虻

◎

蟹



ACC 塗膜の表層クラック

◎   
「塗装仕様」に記載された標準所要量を厳守して下さい。

なぜ
督錮話餅轟諸鰤謄霧慶野F
その結果、塗膜表面の塗膜が先に乾燥し、塗膜内

部の乾燥とともに塗膜表面の塗膜が引つ張られ、塗

膜の表層クラックの発生になります。

被塗装面が平滑でない場合、全体の所要量を満た

していても、凹面に塗料がたまり、表層クラックの原

因となります。

AGC猛 暑の中での施工による色浮き AGC屋 根上の塗膜のフクレ

「夏場で昼間の気温が高い時」は、施工してはいけ

ない。

塗膜表面が急激に乾燥する為、色浮きを起こしや

すくなります。

特に濃彩系の色調においては色浮き現象を発生し

やすくなります。

塗装面の温度を下げる対策をとり、塗装して下さい。

「色浮き」は、特定の顔料が塗膜の上層に浮き

上がつてくる現象。

AGC 猛暑の中での施工による色浮き

③

震



ACC屋 根上の塗膜のフクレ ACC 屋根上の塗膜剥離

「新生スレート瓦屋根」に塗装する場合は、瓦の重ね
目の縁切りを行つて下さい。

新生スレート瓦の重ね目が塗膜で密閉されると強風
時に隙間から侵入した水が、瓦の重ね目から外ヘ

出られなくなる為、屋根裏への漏水の原因となりま
す。

ACC 屋根上の塗膜剥離 AGC屋 根上の塗膜のチョーキング(白亜化 )

なぜ

標準塗装仕様に配載している塗装間隔を守つて下さ
い。

塗装間隔を適正に行わないと各塗膜層間で密着不
良による剥離が起こる可能性があります。
気温が高い日が続いた時は、下塗のエポキシ樹脂
塗料の硬化が早まります。
エポキシ樹脂塗料は、塗装後7日 以上経つと塗膜

表面が硬くなり、次工程塗膜との密着を阻害させま
す。



AGC屋 根上の塗膜のチョーキング (白 亜化 ) AGC 屋根上の塗膜の変色

特殊な環境 (沿岸地域等)では、弊社営業に仕様の確

認をして下さい。

沿岸地域では、施工から数年でチョーキング等の

不具合が発生する可能性があります。

屋根に限らず、チョーキングは保証の対象外です。

最良の塗装仕様をお客さまに提案するためにも、

ご相談ください。

ACC 屋根上の塗膜の変色

工事の施工状況を記録した、工事記録をきちんと保管

して下さい。

施工から年数を経た物件では、当時の施工状況が

分からなくなつてしまいます。当時の施工状況を把握

し、最良の手直し方法をお客様へご提案するために

も、工事記録を保管しましょう。

AGC

なぜ お施主様アンケート
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AGC お施主様アンケート

お施主様とのコミュニケーション

・着工予定日より、1カ 月以上遅れて着工した。雪や雨の日が

多かつた。
・工事内容や方法について問い合わせないと説明してくれない。

・足場やテント張りが荒い。施工中の手順説明が無い。

※ お施主様は、工事状況等に興味を持つておられます。

日々施工を開始する際、挨拶と共にその日の施工個所、

作業内容を説明して下さい。

AGC お施主様アンケート

施工中の注意

・屋根塗装で中塗り、上塗りを半日で終わらせたのは

早すぎないか?また、本当に3回塗りしているのか不安が残る。

・有線放送のケーブルを切つてしまつた。

・メンテナンス・フオローが悪かつたから、養生テープの跡が

サッシに残つてとれない。

・外壁塗装は満足したが、塗料が飛散し面倒なことになった。

※ 作業中に見落としてしまいがちな部分も、

お施主様はきちんと見ています。

作業中 作業後自分の周辺をもう一度確認しましょう。

:お願 0ヽ 1

選出市分期間が

平成 27年 3月 ,0日 の

アンケード′ヽガキは

新しいものと差し替えを

お願い致します

/  ‐  `  ` `'●  `'・



AGC お施主様アンケート

塗装の仕上がりに関して

・工事担当の対応は良かつたが、外観も含め細かな仕上げ悪い。

・仕上がりが悪い。

・凹凸面が少ない。

・塗装方向を一方向に決めて行う、

・ハケの面が分かる

・皆さんいい人でしたが結果的に塗り方が汚い。

完成時がつかりしたところがありました。

・塗りむらが大変多かつた

AGC お施主様アンケート

その他

・職人の教育不足。

(タバコのポイ捨て、廃液を下水に流すこと)

・隣家との対応が大変まずかつた。

(隣家が近く、隣家の壁に塗料が付いてしまつた)

※ 基本的なマナーです。

近隣トラブルはお施主様にご迷惑が掛かり、

その後も続いてしまいます、

AGC お施主様アンケート

塗装の仕上がりに関して

・経験が少なく、施工が雑。
製品が優れていても、それを活かすも施工店次第だと思う。

・吹付けムラが目立つ。

・施工者が不慣れな塗料の為、施工手順どおりにやっていない。

(下塗りと中塗の時間)

・完成後に各所に塗リムラ(ローラー跡)が出ている。

※ お施主様は、きちんと見ています。

最終確認時に口にしなくても、アンケートには思いが出ます。

AGC お施主様アンケート

良いコメント

・きめ細かくて丁寧な施工でした。
時間を掛けて最良の塗料、施工会社を選べたと思う。

・当初は光触媒を検討していたが、施工会社の説明で
ルミステージを採用したが、非常に満足です。

・何社も当家に来ましたが、営業の方、職人の方、
ホームページの印象から、○○社に任せて良かつた。

・細かいところまで丁寧な仕事で、新築時の仕上がりだつた。

・○○さんが親身になり良くしてくれて、職人さんも頑張つて

くれて大満足です。
次回も家のことはOOさんにお任せすると思います。



ACC 技術研修会

1 窯業系サイデイング板塗膜調査診断の注意点

2屋根診断

3塗装技術に関するクレーム事例

4ルミステージ 塗膜10年保証を満たす為には

5施エマナー

6安全管理

7広告宣伝活動の注意事項

塗膜の10年保証書を発行する手順は必ず連守して

下さい。

なぜ  お施主様は、「ルミフロンサポートシステム」の中身

(外壁屋根診断書、塗装管理シート、製品自体、取扱

説明書、保証書)に魅力を感じて、採用決定します。

その中身が一つでも欠けることによつてお施主様に

不信感や不安感を与え、最終的にクレームに繋がり

ます。

ACC

4.ルミステージ
塗膜10年保証を満たす為には

ACC塗 膜10年保証を満たすには ACC保 証システムの注意点
保81書発行フロー
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ACC塗膜10年保証を満たす為には ACC塗膜10年保証を満たす為には

外壁・屋根調査診断書は、お施主様に必ず提出し、

確認印を貫つて下さい。

お施主様から外壁・屋根調査診断書確認のサインを

貰わなかつた為、お施主様が不信に思い、クレームに

至つたケースがあります。

弊社の塗装仕様書の標準塗布量は、必ず連守して

下さい。

なぜ 仕上り外観不良、耐候性不良、耐久性不良による

塗膜欠陥が発生します。

塗膜10年保証書が発行できません。

※塗布量算出 計算式

入目X使用缶数■面積=塗布量

例)クリヤー塗装 塗装面積400ポ の場合

lt用 材 ■|

布 釈

(´,)

所 要量

(k贅′111)

′|ミ ステーシtVカ ットクリヤ

15Kg/缶

清水

0-5`ホ
003-O 10

15kg X2缶 ■100“ =塗布量0 3kg′市

3貧爆証中鱗書

AG●コ Tグ 鋤 彎中

上記物袢1=国し 下 |●ACR住宅メイクアップエ法の慢
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メイ,,,,シ ,,デ名 |
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ACC塗 膜10年保証を満たす為には ACC 免責事項について

保証書
※各mus様が、ご署名した保証書を

お施主様にお渡しする前に 、

保証書の写しを弊社にご提出

ください。

AGC 免責事項について

保証期間といえども下記事項に起因する不具合が

発生した場合は、保証の対象となりません。

(2)シーリング材上の塗膜の汚染、われ、剰離。

(3)防 水材、シーリング材、日地材、下地調整材などに起因する汚染、われ、

剥離等の損傷などの外観変化。

保証期間といえども下記事項に起因する不具合が

発生した場合は、保証の対象となりません。

(1)駆 体・下地基材の劣化、吸水 吸湿、構造上の動きによる、われ、欠損、

変形 塗膜剥離等の損傷など外観変化。

ー

ACC 免責事項について

保証期間といえども下記事項に起因する不具合が

発生した場合は、保証の対象となりません。

(4)下地から発生する情、および周辺からのもらい鮪による塗膜の剥離など

外観変化。

サッシ内の水分が笙膜と

下地の間に回り 塗膜の

フクレ 剥離が発生

(RIヤ tメ イクア′プ [法

11質 ■ 111,



(7)

(8)

(5)

(6)

AGC 免責事項について

保証期間といえども下記事項に起因する不具合が

発生した場合は、保証の対象となりません。

自然災害 周辺凛境(地震、津波、水書、暴日、豪雨、豪雪、落口、火事、
火山灰、放射能、など)による損傷などの外観変化。

特殊な周辺環境(常時波しぶきがかかる海岸地域、酸・アルカリ塩類
店食性ガスなどの影響を常時受ける地域、直接融雪剤散布の影響を常時
受ける地域、温泉源泉近隣地域など)による損傷などの外観変化。

AGC 免責事項について
保証期間といえども下記事項に起因する不具合が

発生した場合は、保証の対象となりません。

(9)保証期間内の外観変化の速やかな連絡がないため生した拡大損害。

(10)お客様の増改築に起因する損害など外観変化。

(11)お客様または第二者の故意ならびに過失による損害。

ACC 免責事項について
保証期間といえども下記事項に起因する不具合が

発生した場合は、保証の対象となりません。

飛来物や結露による薇生物(かび・苔 藻)汚染や、もらい薔汚染および

構造上に起因する汚染。

動植物、■害等に起因する損傷など外観変化。

AGC 補足

塗装または施工中に不具合が発生した場合は、該

当する塗料を使用せずに、残しておくこと。

不具合が発生した塗料がないと、不具合発生の原因

が特定できません。原因の特定のために、不具合が

生じた塗料が必要となります。

では、どうする?

不具合が発生した場合、速やかに使用を止め、弊社
営業担当者へご連絡ください。2液反応硬化型の場合

は、主剤・硬化剤を配合しないでください。

◎

震



AGC 補足 AGC 技術研修会

塗膜10年保証書をお施主様に提出しない場合でも      1 窯業系サイディング板塗膜調査診断の注意点

2屋根診断

3塗装技術に関するクレーム事例
なぜ 外壁・屋根調査診断書を提出して頂くことにより、

適切な塗替え塗装仕様をお施主様に提案できます。      4ル ミステージ 塗膜10年保証を満たす為には

5施エマナー

6安全管理

7広告宣伝活動の注意事項

ACC AGC 施エマナー

必ず外壁・屋根調査診断書を提出して下さい。
・チョーキングは保証の対象外です。

5.施エマナー

清潔な現場づくりと、正しいルールとマナーを連守
した作業を心がけて下さい。

なぜ 清潔な現場作りと現場での職方さんの立居振舞い
には、お施主様をはじめ多くのご近隣の方々の注目
が集まります。



③

震

AGC 施エマナー

現場で不適切な行動 (喫煙場所以外での喫煙、ポイ
捨てなど)を絶対に行わないで下さい。

メイクupアーティストの不適切な行動により、

お施主様との信頼関係が悪化し、お施主様から

感情的なクレームを受ける可能性があります。

現場で作業する際、清潔な作業服やきちつとした

身だしなみで作業して下さい。

清潔な作業服や身だしなみは、メイクupショップに対

するお施主様の安心感や信頼につながります。

◎

慶

AGC 施エマナー

作業前・作業終了の挨拶を必ずお施主様に行つて
下さい。

挨拶せずに作業を行つた場合、お施主様が気分を
害する可能性があります。必ず『会社名』、『氏名』を

名のり、実顔を添えて挨拶をして下さい。

お施主様に好印象を与え、今後の信頼関係につなが

ります。

AGC 施エマナー

現場で私語や作業内容に対する愚痴は、

絶対に行わないで下さい。

私語は慎んで下さい。必要な話をする際も大声を

出さず、丁寧な言葉づかいを心がけて下さい。

また、『やりにくいなあ』、『これでいいか』など作業内容
に対する愚痴は、お施主様に不快感や不安感を与え
ます。

ACC

◎

震

●

慶



AGC 施エマナー

雨天等により工事を中止する場合は、事前にお施主様

に連絡をし、今後の予定を必ず伝えて下さい。

工事中止の事前連絡がない場合、お施主様は、

作業を行うと思い、工事の為に予定をあけています。

お施主様の生活に配慮する心がけが、お施主様に

大きな感動を与えます。

なぜ

工事で出るゴミは、必ず持ち帰つて下さい。

作業を終えて帰る際も必ずゴミが落ちていないか

確認して下さい。

作業の出来が良くても、些細なことによりお施主様に

不愉快な思いをさせてしまつては、お施主様の満足度

は激減します。

ACC 施エマナー

外壁・屋根を洗浄する場合、周囲の状況を考慮し、

適切な養生をして下さい。

作業する周囲には、お施主様が大事にしている

庭の植木、花壇、盆栽、洗濯物等があります。

周囲への気づかいが、お施主様に大きな感動を

与えます。

ACC 施エマナー

隣家の玄関口や駐車場前、近隣通路をふさぐ形での

駐停車は、近隣住民に迷惑をかけます。

やむを得ず駐車する場合は、必ず前もって近隣に

挨拶に行き、了解を得て下さい。

使用後も必ず挨拶を行つて下さい。

なぜ

AGC

◎  必ず事前に駐車スペースの確認をして下さい。



AGC 施エマナー

足場などが隣家の敷地にはみださないように

して下さい。

隣家の方の了解もなく、足場が隣家の敷地に

はみだした場合、近隣とのトラブルにつながります。

作業上、やむを得ない場合は、必ず事前に隣家の方
に挨拶をし、了解を得て下さい。
足場の撤去作業後の挨拶も必ず行つて下さい。

AGC 技術研修会

窯業系サイディング板塗1莫調査診断の注意点

屋根診断

塗装技術に関するクレーム事例

4ルミステージ 塗膜10年保証を満たす為には

5施エマナー

6安全管理

7広告宣伝活動の注意事項

ACC 施エマナー

水洗いから上塗りの作業工程毎に写真として記録し、
工程毎にお施主様から承認印を貫い、打合せ記録と
して必ず保存して下さい。

日で確認しづらい箇所 (屋根や軒など)の写真を

お施主様が見ることにより、安心感を与えることがで

きます。
打合せ記録を残すことにより、お施主様から

『話が違う』などの感情的になりやすい問題も未然に

防ぐことができます。

AGC
１

　

２

　

３ 6.安全管理



AGC 安全管理

(日)  安全な現場イ乍りを心がけてTさい。

なぜ 塗替え工事は、お施主様の生活と現場作業者の仕事

場が同じです。作業者の安全と共に、お施主様に対し

ても怪我をさせない配慮が大切です。

ACC 安全管理

現場で作業する際は、必ずヘルメットを着帽して下

さい。

現場では予期せぬ災害が発生します。ヘルメットを着

帽することにより、災害を未然に防ぐことができます。

また、お施主様は、ヘルメット着帽の要素だけで業者

の安全管理基準を判断し、施工品質にも不安を抱く可

能性があります。

お子様が足場に上
り 滑って落ちる

△ お客様にケガをされない事 !

AGC 安全管理

◎

ば

現場で作業する際は、必ずヘルメットを着帽して下

さい。

保護具の用意は、点検は大文夫ですか?

AGC 安全管理

◎  安全な現場作りを心がけて下さい。

お客様に危険がないかを確認

雨の後に養生材で    足場の上に置いた物
滑って転ぶ        が落ちてケガをする

養生を確認し、立入り禁止措置やお客様へのお願いを徹底してください。

足場につまずいたり

頭をぶつけたりする

∠ゝ敷地内ではヘルメットを着帽1



◎

震

ACC 安全管理

屋根や高所で作業する際は、必ず安全帯を使用し
て下さい。

安全帯の使用は、法律で決められたルールです。

お施主様の自宅で大事故が発生してしまった場合、

施工の出来に関係なく、お施主様の失望を招くことに

なります。

建設業で発生死亡災害は、高所作業での墜落・転落
が最も多く、全体のおよそ400/.を 占めています。

AGC 安全管理
移動梯子での昇降方法

屋根上での作業には、移動梯子は必須な用具です。
■しく使用しないと大きな災害に繋がる危険性があります。

梯子は、補助者が支えること。
設置場所は、安定した水平生重所とすること。

・変形した綺子は、使星しないこと。
・構子の立て掛け角度は、約76度にすること。
・梯子の先蟷の突き出し長さは、屋根軒製 60cm以上とすること。

ACC 安全管理

建設業の安全
工事現場で、「安全第一」の標語をよく見かけます。

「安全第一」とは、仕事をする場合に、まず安全を

「

番目に考えるということです。

安全を軽視することによつて事故が発生し、死亡すればそれて一生を終つてしまいます。

また負傷した場合も、後遺症が残る可能性もあり、同じ仕事に携われないこともあります。

そして事故が発生すると、工事は直ちに中止されます。再開後も交代要員の手配やエ

事遅れのため現場に大きな影響を残ります。

安全の三要素
物 (施設 )、 △ (行動)、 組織 (管理)を安全の三要素と言います。

安全な施設上で安全な行動をすれば、事故は起きません。

無災書の状況を実現するには、物と人を管理するしつかりした組織が重要です。

AGC 安全管理

下記の参考資料など使用して社内研修を
必ず行つて下さい。

『参考資料』
・リフォーム現場の早わかりKY読本
・実践 CISマナー
・失望を感動に変える

リフォーム現場のかんたんCIS

(PHP研究所)

(PHP研究所)

(PHP研究所)



AGC 技術研修会

1 窯業系サイディング板塗膜調査診断の注意点

2屋根診断

3塗装技術に関するクレーム事例

4ルミステージ 塗1莫 10年保証を満たす為には

5施エマナー

6安全管理

7広告宣伝活動の注意事項

AGC広告宣伝活動の注意事項 ACC

1.ルミステージ商標使用許可申請書

2弊社製品カタログのイラスト・写真を

自社HPへの転用

3誇大広告注意

ACC

7.広告宣伝活動の注意事項

ルミステージ商標使用許可申請書



AGC ルミステージ商標使用許可申請書

自社の広告・カタログ・WEBサイト等にルミステー
ジロゴマークを使用する場合、「ルミステージ商標
使用許可申請書」に必要事項を記載のうえ、弊社
に提出して下さい。

ルミステージは、AGCコーテック株式会社の登録商標
です。弊社が有する著作権により保護されており、
弊社に無断で転用・複製することは出来ません。

なぜ

ACC ルミステージ商標使用許可申請書

|::::

=P,,  |¨
」・・・ ●●●

1

AGC 自社HPへの転用

「 L質 Jへのこだわり。

AGCル ミステージ商標使用許可申請書

手順1:ルミステージ商標使用許可申請書をLumぉ ta■ onからダウンロードして下さい。

(※ もしくは、弊社にご請求ください。申請書をFAXて送信致します。)

手順2ルミステージ商標使用許可申請書を弊社へご提出をお願い致します。

手順3弊社は、申請書の内容を確認後、使用許可申請書に許可印を捺印し、

ルミステージロゴマークのダウンロードページヘの入室′ヽスワードと共に

FAXて申請者に返送致します。

手順4:出来あがつた広告 カタログ等の実物見本(看板等は実写写真、ホームベージは

URLアドレス)を弊社宛に必ず送付してください。



AGC 自社HPへの転用

製品カタログのイラスト・写真をメイクupショップ様の

ウェブサイト等へ転載できません。

弊社の製品カタログ、ウェブサイト等の各種媒体に

掲載しております本著作物の大部分は、プロの写

真家等により作成されたものであり、弊社は、これ

らを掲載できる媒体を限定して、当該著作権者か

ら本著作物の利用許可を受けております。

ACC 自社HPへの転用

製品カタログをメイクupショップ様のウェブサイト等
へ転載したい場合

ACCコーテック関の各営業担当者に

御連絡お願いします。

AGC 自社HPへの転用

【トラブル事例】

弊社カタログに掲載されている画像を無断で転載した

ため、画像の著作権を持つ企業より著作権侵害で訴え
られた。

ACC 誇大広告注意

塗料の性能を大げさにうたう不当表示をしてはいけま

せん。

誤つた表現やお施主様に誤解を招く表現は、クレーム

発生の要因となります。



ACC 今大広告注意 AGC ルミステージマット低汚染防藻GTの
納期について

具体例 1_塗膜保証年数と期待耐用年数の混同
ルミステージマット低汚染防藻GTは、

2低汚染の塗膜の表現 特殊添加剤を使用している為、

3防藻タイプの塗膜についての説明            納期はご注文後、中3日 掛かりますので、

早めのご注文をお願い致します。
4サンパリアの効果




