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＜白華レス不燃木材の燃焼試験結果例＞

リン酸
リン酸とグアニジンが結合
水分子との結合をブロックグアニジン

空気中の水分子

木材

白華レス不燃木材

【白華現象】
空気中の水分子

ホウ酸（白華の原因）

リン酸

水分子が、リン酸・ホウ酸と結合
表面に浮き出てくる

木材

一般的な不燃木材

国土交通大臣 不燃材料認定番号　 NM-1050
国土交通大臣 準不燃材料認定番号 QM-0370

白華レス
不燃木材
ホウ酸不使用

一般的な不燃木材は、過剰な吸湿性によって薬剤が溶け出し、液だれを起こします。

経年劣化により薬剤が固まり、白華現象として表出します。また、通常、不燃処理に

使用する薬剤は酸性であるため、酸性化した不燃木材は釘・ボルト等の金属類の多く

を腐食させてしまいます。

不燃木材の過剰な
吸湿性によって…

薬剤が溶け出し、
液だれを起こす

薬剤が固まり、
白華現象として表出

白華レス不燃木材は、白華現象
4 4 4 4

をほぼ解消
4 4

しました。

白華レス不燃木材は、特殊リン酸系薬剤を使用しています（ホウ酸不使用）。耐候試験

を行った結果、過剰な吸湿性がコントロールされ、白華現象がほぼ解消されているとい

う結果が得られました。また、使用薬剤を中性域にすることで接合金物の腐食（錆び）

を抑えることにも成功しました。

白華の原因「ホウ酸」不使用。薬剤が中性域なので錆びにくい

白華現象が起こる理由

白華や液だれにお悩みではないですか？

実際に白華現象が発生した現場



製品情報

型番　スギ (S) ヒノキ (H) 厚み × 働き巾 × 長さ (mm) 在庫 納期目安 等級 樹種

SNH-12105-2(S)(H) 12 × 105 × 1900 在庫品 14 日程度※1

上小節

　　　  スギ　  ヒノキ

SNH-15105-2(S)(H) 15 × 105 × 1900

受注生産 60 日程度※2SNH-12120-2(S)(H) 12 × 120 × 1900

SNH-15120-2(S)(H) 15 × 120 × 1900

白華レス「不燃」羽目板 国土交通大臣 不燃材料認定番号 NM-1050

TEL  0120-144-556　Web  http://www.sakawa.net

本社： 〒 791-0301 愛媛県東温市南方 2215-1
支店： 〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー 8F

株式会社サカワ

表に記載のない特殊サイズ・加工についてもお見積承ります。

サカワ　不燃
白華レス不燃・準不燃羽目板の無料サンプルをお送りします。

Webサイトまたは左記の問い合わせ先よりお問い合わせください。

●印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●記載されている会社名および商品・

サービス名は各社の商標または登録商標です。●製品の仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。 20191009

使用事例 公共施設や学校など、安全性が求められる場所に使われています。
西予市社会複合施設 様
納材年月：2019 年１月　樹種：スギ
使用箇所：天井下地、天井ルーバー

健康福祉交流センター 様
納材年月：2019 年 2 月　樹種：スギ
使用箇所：壁面、天井

※白華レス不燃木材を使用

型番　スギ (S) ヒノキ (H) 厚み × 働き巾 × 長さ (mm) 在庫 納期目安 等級 樹種

SQH-12105-2(S)(H) 12 × 105 × 1900

受注生産 60 日程度※2 上小節

　　　  スギ　  ヒノキ

SQH-15105-2(S)(H) 15 × 105 × 1900

SQH-12120-2(S)(H) 12 × 120 × 1900

SQH-15120-2(S)(H) 15 × 120 × 1900

国土交通大臣 準不燃材料認定番号 QM-0370白華レス「準不燃」羽目板 ※白華レス不燃木材を使用

製造設備 自社工場での一貫製造により、最高品質の製品を責任を持って提供します。

木材液加圧 / 空気加圧式含浸装置
減圧・加圧を行い、木材に薬液を入れ込み
ます。液加圧と空気加圧の両方を行うこと
が可能で、一定品質で不燃化処理できます。

【Ａ機】（径）1800mm × （長さ）4500mm 
【Ｂ機】（径）1500mm × （長さ）8500mm

燃焼試験機 
「コーンカロリーメータ」

コーンカロリーメータによる発熱性実験は、
建築基準法で定められている防火材料試
験に適用されており、国際的に広く認知さ
れています。

燃焼試験薬液含浸

自動多軸「モルダー」
多軸の自動カンナ盤で一度に木材の 4 面
を削り加工する機械です。定規、幅決め厚
さ決めは自動定寸装置にて行い、左右堅
軸を独立モーターにしてあらゆる加工に対
応できます。

木材加工
木材乾燥装置
高品質な乾燥装置を使用することでバラつ
きの少ないソフトな仕上がりに。変色・割れ・
反り・曲がりの少ない一定品質の不燃木材
を提供いたします。

製造能力：25.6㎥／ 1 基あたり

乾燥処理

不燃／準不燃処理サービス
全国からの持ち込み材料（スギ・ヒノキ）で不燃処理・準不燃処理加工を行います。 地元産材の持ち込み大歓迎

※ 1（受注 > モルダー加工 > 出荷） ※ 2（受注 > 木材入荷 [14-30 日 ] > 不燃処理 [2 日 ] > 養生乾燥 [14 日 ] 

> モルダー加工 > 出荷 [14 日 ]）　※時期によって異なる場合があります。

働き巾 105mm または、120mm

12mm または、
15mm

白華抑制効果のある塗料をお使いください
白華レス不燃木材は、内装制限に対応した不燃材料です。外部環境で

使用される場合は、必ず「ファインウレタンＵ -100」等で全面塗装を

した上で使用してください。塗装が切れると薬剤の溶脱が起きる可能

性があります。屋内使用の場合は、「キシラデコール EF」「ファイヤー

ブレイク F4」をご利用ください。

カット形状（不燃・準不燃共通） 塗装について

シックハウスの原因となるホルムアルデヒドなどの VOC は不使用です。国土交通大臣の不燃材料認定試験でガス有毒性試験にも合格しています。

安全性、VOC について

納期目安


