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® 

塗り壁を使った住まいが、たくさん生まれるにはどうした
らいいんだろう。
エーゼットウォールは、こんな思いから生まれました。
そこに北海道で採れる天然素材「ゼオライト」との出会い
がありました。

 ゼオライトとは？

登 録 商 標

１．ギリシャ語で「ゼオ、ライト」
ゼオライトを強熱すると、含まれている結晶水が急激に膨張し、ふくれ
て水蒸気を出し、沸騰するように見えることから、ギリシャ語で「ゼオ
（沸騰する）」「ライト（石）」と名づけられ、日本では沸石とよばれて
います。

2．多孔質の天然硬質鉱石
主成分はアルミノ珪酸塩（胃薬の主成分としても使用されます）。
国内では秋田、岩手、宮城、福島、島根、北海道では長万部、羽幌に産
出される鉱物。
AZ wall の主成分であるゼオライトは北海道仁木町にて産出されてお
り、硬度が高く塗り壁の材料として適しています。

3．いやな臭いに強い
ゼオライトとは、二酸化珪素を主体とする、強力な吸着力を持つ天然
鉱石で多量な空間を持った多孔質粒体です。
特にアンモニア、メチルメルカプタン（腐ったキャベツの臭い）、硫化水
素などの吸着力は抜群で、ホルムアルデヒドなどＶＯＣの吸着効果も
確認されています。

4．湿度調整効果が高い
ゼオライトは、その多孔質粒体のため空気中にある水蒸気の粒を孔に
閉じ込めたり放出したりという湿度の吸放出性に優れています。
そのため、湿気の高い場所などに置くとできるだけ湿度を一定にしよ

うと頑張ってくれます。

エーゼットウォール

焼成器

硬質ゼオライト鉱石

採掘場 仁木町



® ゼオライト内装塗り壁材　　　　　　　 の 5つの特徴

出荷

製品化倉庫

鉱床 鉱石加工

天然素材にこだわりました 脱石油化学系原料

自然素材にこだわり、材料もゼオライトを95％以上使用し、食用糊及びスサのみで形成されており、
廃棄の際も環境負荷が非常に少ない製品です。
そのため、吸放出性や臭い吸着性といった性能を能力どおり発揮します。

気持ち良い空気への改善 機能性建材の力を発揮

AZ wallは、住宅内の湿度調整をしたり、ホルムアルデヒドや悪臭を吸着するといった、良い空気を作
る機能性建材です。人間が体内に摂取するものの内、なんと85％が空気なのです。

快適な製品性 施工時も、施工後も人に優しい

適切な下地準備をしていただいた後、仕上げ材を一発施工することが可能です。
珪藻土と違い、固まり易くバインダー（接着剤）として色 な々種類を配合する必要がありません。施工
し、乾燥後に色ムラとなることがありますが、同製品に関しては、ムラになり難い性質を持っています。

脱クロス宣言 低価格でご提供できる商品を目指して

適切な低価格でお求め易い。原材料の構成が非常にシンプルなため、他社と比較しても安価なので
たくさんの空間にお使いいただけます。

低環境負荷製造 近距離での製造でCO2削減

主材であるゼオライトの鉱床、加工工場、製造工場、保管倉庫などが近距離（半径約50km内）にあ
り輸送での環境負荷が非常に低い商品です。

フローイメージ



リフォーム施工例

® ゼオライト内装塗り壁材　　　　　　　 の施工方法ゼオラ

○推奨下地
　石こうボード下地
　石こう中塗り下地
　モルタル・コンクリート下地（要シーラー）

○リフォームにも御利用いただけます。
　クロス下地（要シーラー）
　石こうボード下地　他

その他の下地の場合
必ず施工説明書をご覧下さい。

石膏ボード　　下地の場合

人と環境にやさしい素材　　　　    ゼオライトは、消臭力、化学物質吸着力に優れています。® 

下地の確認

養　　　　生

パテ材ファイバー
メッシュの施工

シーラー処理

仕上げ材
AZwallの施工 仕上げ材

AZwallの施工

乾　　　燥 乾　　　燥

下記の工程はおおまかなものです。必ず、施工説明書を下地施工前にご
確認をお願い致します。

○ F★★★★　日本建築仕上材工業会登録　登録番号1108001

試験方法 AZwall 性能試験結果 試験方法 AZwall 性能試験結果

保水性（％） 96％ 耐変退色性
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4 －  5号である

初期乾燥による
ひび割れ抵抗性 ひび割れがない 耐湿性試験A法

塗面に移動、ひび割れ、膨れ
及びしわがなく、かつ変色
がない

付着強さ
N/mm2

（kgf/cm2）

標準状態：0.4N/mm2
浸水後：0.4N/mm2

耐アルカリ性
試験A法

ひび割れ、はがれ、膨れ及び
軟化溶出がなく、侵さない
部分に比べて、くもり及び
変色が著しくない

耐摩耗性 はがれ及び摩耗による
基板の露出がない 耐衝撃性 ひび割れ、著しい変形及び

はがれがない
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■ data1　ホルムアルデヒド ■ data2　アンモニア
 ● JIS A6909：2003、2006に準じた試験結果 ●吸着試験



® ゼオライト内装塗り壁材　　　　　　　 の施工例

※ 混合物を入れる場合は、石油化学製 
品、アルカリ系製品は、避けて下さい。

AZ wallなら自然素材の持つナチュラル感のある空間作りが可能です。

※すさ（ワラ）混ぜ

トイレ壁

階段壁

居間壁 階段壁

和室壁 天井

2階ホール 階段玄関ホール

玄関ホール耐衝撃性試験結果報告書保水性試験結果報告書



® ゼオライト内装塗り壁材　　　　　　　 のカラーゼオラ

製品名 容量 価格（税込） 単位 参考施工面積

AZ wall 本体（主材） 10kg ￥12,000（￥12,600） 袋 こて塗り10m2／ 2mm厚スムーズ

AZ wall 用カラー 100g 　　￥800（　 ￥840） 袋 本体（主材）1袋に対し1袋（AZ-1は3袋）使用

カラーバリエーション

ベース色+5色

このベース色に色粉を
加え、5色に彩られます。

AZ wall 用カラー

AZ-1

AZベース色

AZ-4

AZ-2

AZ-5

AZ-3

※印刷物のため実際の色とは異なります。

AZ wall用カラーは、AZ wall本体（主
材）1袋に対し、1袋（100g）の割合で使
用します。ただし、AZ-1のみ本体（主材）
1袋に対し、3袋（300g）使用します。

リフォーム壁　AZ-1



® ゼオライト内装塗り壁材　　　　　　　 仕上テクスチャー例

スムーズ

刷毛引き

木鏝引きずり仕上げ

スパニッシュ

鏝波仕上げ

櫛引き仕上げ

様々なテクスチャーが可能です、一例をご紹介いたします

鏝廻し仕上げ

ランダム仕上げ　AZ-4



函館営業所
〒041-0824 函館市西桔梗町589-44
 TEL（0138）49-5331
 FAX（0138）49-5734

仙台営業所
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目5-7
 TEL（022）782-1301
 FAX（022）782-1306

郡山営業所
〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸1丁目115-1
 TEL（024）963-2066
 FAX（024）963-2067

松本営業所
〒399-0005 長野県松本市野溝木工1丁目8-17
 TEL（0263）28-4600
 FAX（0263）28-4555

関東営業所
〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町64-11
 TEL（048）666-0731
 FAX（048）666-0866

東京営業所
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目9-9　クロサワ第二ビル4F
 TEL（03）5953-0552
 FAX（03）5953-0578

大阪営業所
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番9号
  長堀安田ビル2F　202号
 TEL（06）6266-0377
 FAX（06）6266-0378

本　　　社
〒060-8576 札幌市東区北6条東2丁目3-1
 TEL（011）721-4311
 FAX（011）742-4714

釧路営業所
〒084-0913 釧路市星ケ浦南1丁目3-45
 TEL（0154）52-1455
 FAX（0154）52-1458

帯広営業所
〒082-0005 河西郡芽室町東芽室基線3-22
 TEL（0155）62-0160
 FAX（0155）62-0199

旭川営業所
〒079-8442 旭川市流通団地2条5丁目31-2
 TEL（0166）47-0301
 FAX（0166）47-0490

http://www.kimuranet.jp

キムラオリジナルブランド
ARUMIK「アルミック」

当社独自の商品企画・プロジェクトチームによって開発される「ARUMIK」は、
高気密  高断熱  好換気  好環境を軸として30年以上に渡り、
省力化商品・寒冷地向けの住宅建築商品等の開発・商品化に取り組み、
優れたオリジナル商品を生み出しています。

株式会社キムラは
住まい方の創造と提案で社会貢献します。


