
セメントの質感を生かし、
一枚として同じものがない
無垢の建築素材SOLIDO。

（ソリド タイプエム_フラット）

屋内壁不燃 切断可

不燃材料 認定番号 ＮＭ－4601
一般名称 窯業系平形スレート

サイズ 6.0×606×303mm

梱包入数 １０枚／箱   
梱包単位の出荷となります

張り上げ枚数 約５．５枚／㎡、１８枚／坪
１枚当りの重量 約２ｋｇ／枚

定 価 1,000円／枚

（タイプエム_フラット） （タイプエム_フラット けんま）

研磨

サイズ 6.0×606×151.5mm

梱包入数 2０枚／箱   
梱包単位の出荷となります

張り上げ枚数 約11枚／㎡、36枚／坪
１枚当りの重量 約1ｋｇ／枚

定 価 600円／枚
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サイズ 5.6×606×303mm

梱包入数 １０枚／箱   
梱包単位の出荷となります

張り上げ枚数 約５．５枚／㎡、１８枚／坪
１枚当りの重量 約1.9kg／枚

定 価 1,650円／枚
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時とともに移りかわる風合い
素材から湧き出す白華（エフロレッセンス）をあえて
抑えずにセメント本来の質感を生かしています。

薄くて強靭な持続可能素材
高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により
形成される強固なセメント素材。

施工事例
WEBでその他の施工事例がご覧いただけます。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/category/

商品詳細
詳細はウェブサイトをご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/

（外部機関 ： パナソニック㈱プロダクト解析センター）
※本製品は「住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン」の対象外ですが、ＶＯＣ放散速度の確認をしています。
※「建材からのＶＯＣ放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901（小型チャンバー法）の試験開始後
７日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率2.2㎡／㎥、換気回数0.5回／時間、温度28℃、湿度50％です。

ＶＯＣ放散速度（単位：µg／㎡h） 
ホルムアルデヒド トルエン キシレン エチルベンゼン スチレン クロルピリホス

SOLIDO typeM
FLAT／FLAT研磨 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 N.D.

基準値（上限値） 5 38 120 550 32 －

N.D. : 不検出

ＶＯＣ放散速度について 【外部機関測定結果及びＶＯＣ放散速度基準値】

※写真はSOLIDOシリーズの施工イメージ写真です。実際の色柄等は商品サンプルなどで
　ご確認ください。
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総合窓口
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号
仕入部 TEL.03-3433-1371 FAX.03-3433-1390 URL：https://www.jutec.jp/
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外壁下地用耐力面材

タイガーＥＸハイパー

新商品 2020年12月リリース

タイガーEXハイパー

品番 厚さ(mm) サイズ(mm) 重量(kg) 定価

EXH 9.5 910×3,030 21.0 3,300円/枚
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煙を感知

ピーヒューヒュー

1番火事です!!

ピーヒューヒュー
火事です !
火事です !!

子器 [登録番号：1番]

※1 使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。

※１：連動させる場合、親器に登録が必要です　※２：使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件に
より短くなることがあります。　※３：障害物のない場所での見通し距離です。使用場所の環境や住宅の
構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。　※4：必ず親器が１台必要です。同一グループに
親器を２台以上設置することはできません。ただし、無線式連動型火災中継アダプタを使用することで
１７台以上を連動させることができます。

親器 [登録番号：0番]

住宅用火災警報器　単独型・90ミリサイズ

住宅用火災警報器　無線連動型・100ミリサイズ

より目立たないコンパクトタイプ

離れた部屋での火災も伝達
>>番号でお知らせ、感知元が分かります

■ 住宅用火災警報器　共通機能

　・電源長持ち 電池寿命10年
　・聞き取りやすい警報音
　・異常をお知らせ 自動試験機能
　・機能確認も簡単 テスト（手動試験）機能

　・取付簡単 配線不要
　・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
　・ボタンで警報停止 各警報音停止機能
　・自動補正 感度補正機能（煙式のみ）

各警報器の登録番号（0番～15番）を使い、
火災発生時、火災（煙や熱）を感知した警報器の
登録番号を音声でお知らせします。

（例：ピーヒューヒュー1番火事です） 
連動先の場所においても感知元を素早く知ることができる便利な
機能です。（部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておく
ことをおすすめします）

住宅用火災警報器　単独型・90ミリサイズ
種　別 光電式住宅用防災警報器 定温式住宅用防災警報器
品　番 FSKJ225-B-N FSLJ015-B-N

国家検定型式番号 住警第30～4号 住警第2019～3号
感知方法 煙式（光電式、2種） 熱式（定温式、65℃相当）
電　源 専用リチウム電池 （電池寿命：約10年）※1

定　格 DC3V，350mA
火災警報音量 1mにて70dB（A）以上（当社測定値：約85dB）0.3～4.0kHz（スイープ音）
復　旧 自己復旧方式

使用温度範囲 0～40℃（結露しないこと）
主材／色 ABS樹脂／ナチュラルホワイト PC系樹脂／ナチュラルホワイト
質　量 約80g（取付ベース、電池含む）
付属品 専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書（保証書付）
定　価 オープン

寸法図
（単位mm）

住宅用火災警報器　無線式連動型・100ミリサイズ
種　別 光電式住宅用防災警報器 定温式住宅用防災警報器
品　番 親器：FSKJ226-M 子器：FSKJ226-C※1 子器：FSLJ016-C※1

国家検定型式番号 住警第2019～5号 住警第2019～6号 住警第2019～7号
感知方法 煙式（光電式、2種） 熱式（定温式、65℃相当）
　認証番号 001-A14024 001-A14023
定　格 DC3V,400mA
電　源 専用リチウム電池（電池寿命：約10年）※2

火災警報音量 1ｍにて70dB（A）以上（当社測定値：約85dB）0.3～4.0kHz（スイープ音）

使用周波数 CH1：426.7125MHz(出荷時設定)　CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz　CH4：426.8375MHz

送信出力 10mW
電波到達距離 約100m※3（親器⇔子器間）

連動可能機種
FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、

FSKJ218（A）シリーズ/FSLJ008（A）-C、FSOJ001（A）-S、
FSOJ002-B など

連動可能台数 最大16台※4 （親器：1台＋子器：15台）
復　旧 自己復旧方式
質　量

（取付ベース・電池含む） 約160g 約150g

使用温度範囲 0～40℃（結露しないこと）

主材／色 難燃性ABS樹脂/ナチュラルホワイト 難燃性PC系樹脂/
ナチュラルホワイト

付属品 取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、登録番号表示シール
(親器のみ)、かんたん登録・設置ガイド、取扱説明書

定　価 オープン

寸法図
（単位mm）

煙 式 熱 式

「警報停止／テスト」ボタン
（表示灯(赤色ＬＥＤ)兼用）

「警報停止／テスト」ボタン
（表示灯(赤色ＬＥＤ)兼用）

19 2
5

Φ
89

Φ
892519

「警報停止／テスト」
ボタン兼表示灯（３色表示ＬＥＤ）

「警報停止／テスト」
ボタン兼表示灯（３色表示ＬＥＤ）

煙 式 熱 式

φ
9919 25
.6

Φ
9919 25
.6
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床の大掛かりな工事なしに、どこでも簡単にトイレ増設

排水圧送ポンプ サニスピードプラス（雑排水用）

押入れやベットサイドにも、簡単にトイレを増設できます

市販の壁排水トイレと組み合わせが可能

排水粉砕圧送ポンプ サニアクセス３（汚水用）

床のはつり・かさ上げ工事をせず、シンク・手洗器をどこでも簡単増設

ウイルス対策の手洗い場増設も簡単に出来ます

VP２０・２５の配管で排水を上に圧送可能

製品紹介動画↓

製品紹介動画↓

品番 圧送能力 耐用温度 定価

SAC3-100 最大揚程５ｍ 35℃ 147,000円

品番 圧送能力 耐用温度 定価

SSPPLUS-100 最大揚程６ｍ 75℃ 118,000円

排水を上に圧送して、
上階の既存配管へ合流

※オプション品で満水警報装置もご用意しております。
品名：サニアラーム 品番：SAL-1 定価6,600円

※オプション品で満水警報装置もご用意しております。
品名：サニアラーム 品番：SAL-1 定価6,600円
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