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超間欠性撥水塗料

宮古砦顎㊤鵠精龍柏箱詰
㊧ガラスと似た分子構造で撥水性に優れ藻やカピーこ強い
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高耐候性多彩調塗料
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論ベランダ腰壁
（内側）

近隣の皆様へのご挨拶を行
います。

安全な作業を行うため足場・

養生シートを設置します。

水圧で壁・屋根などの塗装
面を洗浄します。

臆す∴雪害
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ドアなどの開口部を養生
シートで覆います。

目地部分などにシーリング
材の増し打ちを行います。

下塗り専用の材料をロー
ラーで塗装します。

蔀親裁薪eu訪舌幕 

書 

上塗り専用の材料で1回目　　上塗り専用の材料で2回目 
のローラー塗装を行います。　　のローラー塗装を行いま克 

昇弓イ十十プ・i 

専用のガンで吹付塗装を行 
います。 

醗　一一掴‾ 貢 劔 ���� ��達麒保護蕃 ��

襲鰯詰繋琵醗擬議轢三 劔��獲酸離籍蜜 
）i薮鋲鞄彊蜜爆証と承り薫光一　　　　　一条工務店だがらできる＿オリジ轟躯二ンデゲージス言 

差※砲裡概だ塗り脊えら読盲かる建物は／‾∴　一ご提案から工事ま／で三貴した責任施耳管お奉様の快適な暮ら／‾－＼ 劔劔∴∴∴一： 　罵 　蕾 　蕾 　討 　醐携 
ー／緬燐酸査戴必要鵬／－蕪辞宣告予言∴一一堰サボ二幸じます。－； 

富 劔劍耳��ﾔ�:(ﾝﾒ�
顕陥醸璽犯罪 iiii∴・〇、 ��烏 �-ﾈ岑ｴﾈ-ﾈ,X*��ﾆﾂ�お気軽にお問い合わせく ）422「231 ���� 

鎧　　醗　　㊥　　閏∴∴醇


