
疎水性止水材
(１液型ポリウレタン止水材)

シスイドンについて

サンユレック株式会社

営業部建設営業グループ

サンユレック株式会社会社概要

1963 ： サンユレジン㈱設立
1984 ： 日本 レ ッ ク ㈱ 設立
1996 ： SANYU JUSHI SDN,BHD. 設立＜マレーシア＞
2001 ： サンユレジン㈱と日本レック㈱が合併し、

サンユレック㈱に社名変更
2003 ： 上海三悠樹脂有限公司 設立
2008 ： SANYU REC (MALAYSIA)SDN.BHD.設立
2012 ： SANYU REC ｲﾝﾄﾞ駐在員事務所 設立
2018 ： サンユホールディングス(株)傘下の事業会社となる

資 本 金 ： 9500万円

代 表 者 ： 代表取締役 社長 永井 孝一良

事 業 所 ： 本社・工場／大阪営業所

大阪府高槻市道鵜町３－５－１
東京営業所

東京都中央区日本橋１－１５－４



事業内容
エポキシ樹脂・ウレタン樹脂を主原料
とする電気・電子絶縁材料の製造・販売エポキシ樹脂・ウレタン樹脂を主原料

とする土木建設用接着剤、
防食塗装材の製造・販売

VPES(特殊真空印刷技術）による半導体封止
システム及び封止材料の開発、販売
LED関連、高密度表面実装技術用プリント基板及び
同関連材料の開発、販売 エポキシ樹脂・ウレタン樹脂を主原料

とする新規開発

エポキシ樹脂・
ウレタン樹脂・各種材料を
主原料とする各用途製品

の開発・製造・販売

下水道処理施設用防食ライニング工法

下水道処理施設用防食ライニング工法

①サンユコート工法（A種～D種）

②サンガードEP工法（A種～D種）

③SRレジンモルタル工法（C種、D種）

下水道用ライニング工法 C種工法

上塗り剤 L-270

中塗り剤 L-265＋ガラスクロス

下塗り剤 L-265

下水道用ライニング工法
（耐有機酸工法） C種工法



水道用施設防食ライニング工法

上塗り材 L-275

中塗り材 L-265

下塗り材 L-265

上水道用ライニング工法
SC-2N工法

水道用施設防食ライニング材（サンユコート）は人と暮らし、そして自然との調和を考えてきた私たちの

製品です。私たちサンユレックは、日々技術進歩が進む中で人々の生活と自然との共存をテーマに長

年にわたる独自の技術とノウハウを更に発展させ、面創造･空間組成事業としてトータルに展開してい

ます。

広範囲なコンクリート防食工事に適材適所の品揃え

上水道用ライニング材

ネプトライニング 工法

ネプトライニング は、専用塗装機を用いて速硬化ウレタンをスプ

レー塗布することで、従来のエポキシ樹脂硬化に比べ施工期間

が短くなり、工期短縮が可能です。またウレタンの特徴である伸

びや柔軟性をもちコンクリートのクラックに追従しやすく、優れた防

食性能を発揮します。

上塗り剤 LU-416下塗り剤 LF-765

ネプトライニング 工法 標準仕様

速硬化スプレー塗装用ライニング工法

改修後
→



目地被覆工法（SRジョイント工法)

・フレキシビリティーが優れているので、大きな動きにも追従。
不当沈下が予想される構造物にも対応可能。

・耐候性、耐水性に優れている。
・シートの貼り付けが簡単。

特徴

改修前 改修後

サンユモルタル

･コンクリート構造物の断面修復材・表面被覆材
・ひび割れ対策としてビニロン短繊維を混入
・接着、曲げ、圧縮強さ、耐候性に優れている

カタログ
荷姿



サンユボンドA-400シリーズ
サンユボンドA-400シリーズは、2成分からなるエ

ポキシ樹脂粘土状接着剤で､建築､土木分野に

幅広く利用出来ます。本製品は､優れた機械的

強度､耐水性を有し､収縮もほとんどないので肉

痩せしない充填効果をもっています。又､水に濡

れている場合や冠水している箇所でも優れた接

着性を発揮します。

充填･接着用樹脂

目地充填剤クリークシーラー AS-920 低圧注入型クラック補修材 A-531

シスイドンの開発経緯及び
その概要について



疎水性止水材
シスイドンの概要

 １液型疎水性止水材

（但し､触媒添加が必要）

 水分と接触後、直ちに発泡
開始し、止水可能

 注入は手動のグリスポンプを
使用する。

 電動ポンプを使用しない為、
電源不要

シスイドンの開発目標

 後発の為、止水材に優れた特徴を付与する必要があった。

 従来の止水材は止水の確認に１日養生を必要としており、

次行程までのタイムラグが発生する。

 また、硬化までに時間がかかる為、発泡体がクラックや目地

から水と共に漏洩し、施工現場周辺を

汚濁する事が多かった。

 上記課題の解決の為、即発泡・

即硬化型の止水材の開発に着手



 開発当時は､注入ポンプでの施工を想定 （荷姿は一斗缶）

 但し､造膜性が速く、空気に触れたシスイドンがホッパー(容器)
内で造膜し､ポンプが根詰まりする可能性があった｡

 このままでは使用不可と評価 一斗缶に変わる荷姿を模索

 荷姿を蛇腹容器にする事により､シスイドンが注入されるまで
水分に触れなくさせる事が可能になった｡

シスイドンの開発経緯

計量、容器移し替えのわずらわしさを削減

・シスイドン ３００ｇ

・シスイドンCAT 7.5g

造膜性が高いため長期保存を目的に

アルミパウチに梱包。

１セットをアルミパウチに梱包

１０セット／１箱で販売

新しい荷姿について



 厚生省令水質試験に合格

 上水関係の施設等、水質基準
を要求される施設に於いても
使用可能

 但し、硬化物のみの適用となる

上水規格合格品

止水手順
１．漏水部の確認 ２．ドリル穿孔

漏水部の周辺から斜めにドリル系
Φ9～10㎜、深さ100～400㎜で削孔
する。



３．ショットプラグセッティング

止水手順

ショットプラグを挿入し、右図の
位置までハンマー等で叩き込み
挿入する。

止水手順
４．ショットプラグ固定

写真ではモンキーレンチを使用しているが、充電式のインパクトドライバーの使用も可能

ショットプラグを右回しで締めこむ
と先端のゴムが膨張して固定され
る。その時、隙間から水が漏れな
い様にしっかりと固定する。



止水手順
【動画】
基材と触媒の攪拌方法 ・ グリスポンプのセット方法

止水手順

５．止水材の注入

手動のグリスポンプを使用している為、電源は不要

グリスガンを用いてシスイドンを注入
する。注入孔近傍の漏水部からシス
イドンの発泡体が少し流出したら、
注入完了となる。



止水手順
【動画】
シスイドンの注入状況について

止水手順

７．注入孔閉塞

止水完了後、モルタル・エポキシ等で充填閉塞する。

注入孔を急結セメント・水中ボンド
等で充填する。



各種止水剤の比較

項目 シスイドン A社止水剤-1 A社 止水剤-2

タイプ 疎水性 疎水性 親水性

粘度 ５７７ｍＰａ・ｓ １７８ｍＰａ・ｓ ２００ｍＰａ・ｓ

発泡倍率 約２０倍 約４０倍 約９倍

造膜性 ◎ △ －

漏水量が多い場所の
適用

○ △ ○

漏水量が少ない場所の
適用

○ ○ △

 シスイドンは基材と触媒が予め計量されているため計量が不要

 触媒に色を付けている為、攪拌状態を確認できる。（攪拌不良の防止）

 シスイドンは攪拌をグリスガン用蛇腹容器内で行うので周辺及び

人体の汚染の可能性が少ない。（止水材の漏洩が少ない）

 シスイドンは１セット約３００ｇと軽量で重量物の持ち運びが不要

→注入ポンプ等の重量物の持ち込みが困難な場所でも簡易的

に施工可能。

 充電式の工具を使用すれば、現場に電源を用意する必要がない

 厚生省令を取得しているので、上水施設でも施工可能

 シスイドンは空気中の湿気で硬化する為、打ち間違いでも硬化する

（二次発泡のリスクを低減）

シスイドンの長所



シスイドンの今後の課題

 電動ポンプの使用が不可である。

 施工が手動のグリスポンプの為、クラックの数・長さが大規模の場合

一日あたりの施工量が限られる。

 コンクリート背面に大きな空隙がある場合は、注入量が限られる為、

完全に止水する事は難しい。

 大深度や漏水量が多い場所の知見がまだ無い為、施工テストを実
施し、施工性や止水性を調査する必要がある。

 上市して間もない為、経時変化によるシュリンク等の観察は未実施
である。

 シスイドンの物性データを今後も採取し、改良を引き続き継続したい

疎水性止水材
(１液型ポリウレタン止水材)

シスイドンについて

ご清聴ありがとうございました。

サンユレック株式会社
営業部 建設営業グループ


