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施工フロー

荷姿および標準使用量

性　能

レーヴＬＭ

レーヴＬＭ Kタイプ

約６ℓ

約5ℓ

３ｍｍ

8mm塗り付け３ｍｍ掻く

約5m2

約2m2

商品名 荷姿 標準加水量〔ℓ〕 標準塗り厚〔ｍｍ〕 標準施工面積〔㎡/袋〕

項　目 試験結果 抗菌性品質基準

初期乾燥によるひび割れ抵抗性 合格

0.542付着強さ（N/mm2） 標準状態

ひび割れがないこと

0.3以上

素地調整
『レーヴLM』
混練り

下塗り

下塗り 仕上げ
パターン塗り
約2～3mm

上塗り 掻き落とし器
にて掻く
約3mm分

吸水調整材
『富士川シーレックス』
５倍液塗布（２回）

追っかけ

レーヴLM  施工時

レーヴLM  Kタイプ施工時

乾燥後

追っかけ
水引き

硬化確認後

約1ｍｍ

約４ｍｍ 約４ｍｍ

無機質内外装仕上げ塗り壁材

レーヴ エル エム

個性ある住宅を追求するなら─ 塗り壁という選択肢。

─建築仕上げの流れをつくる─

▶施工の詳細について
　テクスチュア別の施工マニュアルを遵守して施工して
　ください。

※掻き落とすタイプのテクスチュア（ソロなど）の場合は、「レーヴLM  Kタイプ」を、それ以外のテクスチュアの場合は「レーヴLM」を使用します。
　同じカラーを使用しても、レーヴＬＭ ＫタイプはレーヴＬＭより色が濃くなります。
※ＬＭ-白、LM-1000はＬＭカラーを使用しません。

●施工にあたって ■ レーヴＬＭは無機材料のため、施工方法等注意すべき事項があります。
　 施工の際は、必ず、事前に最寄りの各支店・営業所にご連絡の上、ご使用ください。
■ 無機材料の特性として環境により白華する（壁表面が白くなる）ことがあります。
　 特に白華しやすい冬季は、白系の色（No.LM-白、LM-1000）の使用を推奨します。
　 白華した場合は専用の無機塗料等で対応することが可能です。
　 詳細は最寄りの各支店・営業所にお問い合わせください。

【参考】試験方法・品質基準  JIS A 6909

http://www.fujikawakenzai.co.jp
E-mail : mail@fujikawakenzai.co.jp

主材 ２５kg/紙袋
LMカラー 100g（標準色）/ポリ容器

主材 ２５kg/紙袋
LMカラー 100g（標準色）/ポリ容器

2012.3.3000

塗膜のひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、
著しい変色及び光沢低下がないこと

ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、
浸さない部分に比べて、くもり及び変色が
著しくないこと

20.0以下

はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと

ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと

ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度が
グレースケール３号以上であること

透水性A法（ml）

耐洗浄性

耐衝撃性

耐アルカリ性A法

温冷繰り返し

12

合格

合格

合格

合格

耐候性A法 合格

強アルカリで抗菌効果が高い
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水酸化ナトリウム
漆喰
レーヴLM

pH値：約13
pH値：約13

樹脂系塗り壁材 pH値：7～8

石鹸
（JIS規格）

水道水
（水質基準）

クエン酸・レモン

塩酸
pH

レーブLMのpH値は一般的な樹脂系塗り壁材よりもアルカリ性が
強く、漆喰と同等の強アルカリ性を示します。
この強アルカリ性が外壁に藻やカビが発生するのを抑制します。

ア
ル
カ
リ
性

酸
性

中
性



レーヴ エル エム

レーヴＬＭのＬＭは、Lime（石灰）、Ｍaterial（素材）の頭文字で、石灰を主成分とした、こだわりの内外装塗り壁素材です。

主成分の消石灰は、空気中の二酸化炭素を吸収
し続け石灰石に戻っていきます。
これを炭酸化反応といいますが、永い時間をかけて
徐々に炭酸化し硬い石灰石に戻ります。
レーヴＬＭは、この消石灰が硬く固結し石灰石に戻
る化学的仕組みを塗り壁材に活用することで、劣化
の少ない耐久性の非常に高い壁を造りだします。

時が経つにつれて強固な壁に。すぐれた
耐久性が得られます。

瀟洒な南欧風から、しっとり落ち着いた和の佇まいまで
自然素材が織り成す風合い─、それが塗り壁の魅力です。

世界でただひとつの住み心地─ 個性溢れる豊かな表情の住まいをあなたに。

「石灰」と
塗り壁 の
サイクル

無機骨材、無機顔料などと混ぜ合わせ、
コテ塗りに最適な材料となります。

空気中の二酸化炭素を
吸収しながら元の石灰
石に戻ろうと硬化する。

天然石灰石CaCO3

レーヴLM 消石灰Ca（OH）2

自然の摂理をたくみに利用した石灰壁。
耐久性、防火性、透湿性にすぐれた
人にも、家にもやさしい壁材です。

フォセット トワイライト

そよ風

ストリーム

ひきずり

テラ

クリーク

ソロ

Texture Variation

Color Variation

コテを使った手作り感溢れるテクスチュア。石を削りだした彫刻のようなテクスチュア。
シンプルでありながら、高級感溢れる壁に仕上がるのは、無機質の塗り壁材の大きな醍醐味です。

自然と街並みになじむナチュラルな
カラーバリエーション。天然素材を活か
したアースカラーを取り揃えました。

防火性能に大変すぐれています。

すぐれた透湿性で、内部結露を防ぎます。

当社モルタル工法との組み合わせで
さらに高品質の外壁へ。

＊商品写真は印刷のため、現物とは若干異なり
ます。詳細は商品見本でご確認ください。 材料の
特性として気象条件により白華現象が発生する
場合があります。

＊発生時、特に濃色の場合目立ちやすくなります。
また、同じ色番号でも、テクスチュアによっては、
色の見え方（濃淡）が異なります。事前に弊社へ
サンプル板の作成依頼をお申しつけください。

国内工場にて高温焼成・消化

漆喰

無機骨材セメント

「漆喰」の主成分の消石灰
には、抗菌、浄化、臭いを抑
える効果があります。快適
で健康に貢献できる素材。

古来より土蔵や城などに使用されてきた日本の風土にあっ
た「漆喰」に、「セメント」、「無機骨材」を配合。現代の住宅に
必要な付加価値を持った素材。それが「レーヴLM」です。

高強度、高耐久性、
高耐火性が特長。

ざっくりとした魅力あ
る質感を演出。

住宅に最適なコラボレーション〈レーヴLM〉

レーヴLMは国内産に
こだわっています。

原料の採取から加工・商品化にいたるまで、すべての
工程と原料を日本国内の厳しい品質管理のもとに行い
ますので、安心してお使いいただけます。

※この仕上げの場合は、色が濃くなります。

＊色見本は印刷のため実際の色とは異なります。商品見本でご確認ください。

※特注色

無機質内外装仕上げ塗り壁材

LM-白

LM-1000

LM-1010

LM-1001

LM-1020

LM-1002

LM-1006

LM-1030

レーヴＬＭは、漆喰のような風合いを出すための石灰、強度を保つためのセメント、

ザックリとした重厚な質感を出すための無機骨材で構成されています。

左官職人が心を込めて造り上げる壁は、

サイディングにはない個性的でやさしい風合いを醸しだします。

また無機成分にこだわった塗り壁材ですから、樹脂系塗り壁材と比べ、

紫外線の劣化に強く、長く家を守りつづけます。
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