
「アーキウェイブ Eシリーズ」は今までにない全方位追従型エキスパンションジョイントカバーです。
一般的な金属製Exp.J.C.とはまったく異なる発想により、柔らかく、耐久性、耐候性のあるエラストマー樹脂を採用。
独特な「波型」形状が激しい「地震波」に優しく対応し、振動を「波」のごとくしなやかに受け流します。
また、建築物本来の美しさを損なわない非主張性製品です。製品がクリアランス内にすっきり納まるので、RC造・木造
と建物を選びません。

地震の揺れやひねりを吸収し、衝撃を緩和するExp.J.C.。
全方位可動で確かな"安全性"に応えます。

エキスパンションジョイントカバー



標　準

スライド方向

スライド方向

X方向（＋可動） X方向（－可動）

■振動台可動実験
下記QRコードより実際の加振実験動画をご覧ください。

特長

非主張性
建築物本来の美しさを損なわないすっきりとした納まりです。

可動性

「アーキウェイブ Eシリーズ」は、エラストマー樹脂のすぐれた特性により、
耐震構造用のExp.J.C.でありながらも、免震構造用Exp.J.C.の最上級の性
能指標であるA種加振実験をクリアしました。さらに、50%の全方位可動も
実現。カバー材の脱落のリスクを軽減し、震災時のメンテナンスの軽減やコ
ストダウンにも効果的です。

実地震波を含む振動台による加振実験をクリア！

EU-200〈外壁+外壁用〉 EU-400〈外壁＋外壁 外壁コーナー共通用〉 EU-600〈内壁＋内壁用 内壁コーナー共通（RC仕様）〉
EU-BT600取合部〈天井＋天井用（ボード仕様）〉

全方位50％可動イメージ

〈実施試験内容〉
●正弦波X方向加振
●正弦波Y方向加振
●正弦波135度方向加振
●正弦波反時計方向加振

●JMA KOBE（神戸海洋気象台）
●新潟県中越地震（小千谷）
●東北太平洋地震（日立）

・



■サントプレーン（アーキウェイブ） ■クロロプレンゴム（CR） ■エチレンプロピレンゴム（EPDM）
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［伸び］ サントプレーン クロロプレンゴム エチレンプロピレンゴム

変化が殆んどない 微小の粗さを確認 微小の粗さと白色変色

試験前

試験後

結果

変化が殆んどない ひび割れを確認 空隙が拡大

試験前

試験後

結果

ブランク 500h 1000h 1500h 2000h

2000hの試験後においても色調の変化はほとんどみられず、
「アッシュブロンド」と「トープグレイ」については
若干白く（明るく）変化することが確認されました。

アイボリーホワイト

アッシュブロンド

トープグレイ

モスブラック

結果

サントプレーン クロロプレンゴム エチレンプロピレンゴム
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※EU-200：87.5(Pa) 未満の場合は通気量検出不可

5050 A-2 等級線
A-3 等級線
A-4 等級線
EU-200

耐久性
「アーキウェイブ Eシリーズ」の素材であるエラストマー樹脂には、米国エクソンモ
ビール社のサントプレーン™を採用しています。屋外で一般的に使用される一般
ゴム「クロロプレンゴム」や「エチレンプロピレン
ゴム」と比較しても物質保持性にすぐれ、同等も
しくはそれ以上の性能を有しています。柔らかく
引っ張りや伸びに耐え、経年後の性能維持にす
ぐれた素材です。

気密性
直線部は定尺25ｍ、コーナージョイント部は
90度コーナーの特殊溶着加工（工場加工）を備
えているため、Exp.J.C.に気密性能が要求され
る場合におすすめです。
虫などの生物や異物の室内への混入対策として、
・クリーンルーム
・食品工場や医薬品工場
・放射線防護対策工事に関連する屋内避難施
設（病院や社会福祉施設など）
などに最適です。

■耐熱老化性試験「JIS A5756-1997準拠」
加熱後の引張強さ、伸び性能などの変化をみる試験。

■温冷繰返し試験「JIS A6909 準拠」
水中浸漬・冷却・加温を一定時間繰り返す試験。（10サイクル:合計240h）
写真はデジタルビデオマイクロスコープ写真（100倍率）です。

■塩水噴霧複合サイクル試験「JIS H8502 準拠」
塩水噴霧・乾燥・湿潤を一定時間繰り返す試験。（125サイクル:合計1000h）
写真はデジタルビデオマイクロスコープ写真（100倍率）です。

■促進耐候性試験「JIS A 1415, JIS K 6266準拠」
キセノンウェザーメーターによる促進耐候性試験。（2000h）

■通気特性試験
建具では一般的な測定方法である
「JIS A 1516建具の気密性試験方法」
の原理を用いて通気量測定を実施。
EU-200はクリーンルームのエアタイトド
アで基準に用いられるA-4等級線の性
能を大きく上回り、通気量はその1/60
以下となります。

試験体：EU-200

ジョイントレス!!
コーナー溶着加工で
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モスブラック アッシュブロンド トープグレイアイボリーホワイト

耐震天井・特定天井に最適
天井脱落対策として、「耐震天井」では天井下地などを補強したうえで天井と壁との衝突を防ぐためにスリットを設けています。
また、「特定天井」では壁との間に60㎜以上のスリットを設けることが規定されています。
近年これらのスリット（開口部）を開口そのままではなく、可動追従性能のあるカバー材を設置することで、とくに罹災地域の避難場
所となる建物の天井そのものの機能性をより高めようという考え方があります。これらの「耐震天井」や「特定天井」のスリット部に
は、機能的かつ意匠的なアーキウェイブが最適です。

■参考改修施工例

102.5

改修前

改修後

カラーバリエーション

施工箇所



●製品の設計荷重を超えるご使用は、製品の変形や破損をまねくお
それがあります。設計荷重を超える場合は、養生をしてご使用する
ようにお願いします。
●清掃やメンテナンス、不具合時の補修については専門業者に依頼し
てください。誤った取付により製品本来の機能を発揮せず、事故が
発生するおそれがあります。
●製品に油などの滑りやすいものが付着したり、雨水などが製品の表
面にたまると、歩行者の転倒や事故を引き起こすおそれがあります。
速やかに清掃を行なってください。

●アーキウェイブEシリーズは耐食性にすぐれていますが、長期間に
わたり放置すると、表面に塵やホコリ、塩分等が付着し、点状の腐食
（点食）を起こし美観を損なうことがあります。とくにステンレスネジ
部などは使用方法により赤錆等が発生することがあります。いつま
でも美しさを保つには、定期的な清掃、手入れをおすすめします。不
具合や腐食が発生した場合、そのまま放置されますと安全面でも危
険な場合が考えられますので、定期的な点検保守管理を行なってく
ださい。外壁タイル等の酸洗いを行なう場合は、アーキウェイブEシ
リーズの施工前に行なうか、製品に酸が付着しないよう充分に養生
を行なってください。地震発生後には諸般の要因により不具合が発
生することもありますので設置状況の確認、メンテナンスをおすす
めします。

備考

●アルウィトラシリーズカタログ（笠木・水切材）　●アーキパンションカタログ（建築用エキスパンションジョイントカバー）　
●ビルフェイスシリーズカタログ（外装目隠しルーバー）　●アーキパンションMシリーズカタログ（免震用エキスパンションジョイントカバー）
●アーキウェイブEシリーズカタログ（建築用エキスパンションジョイントカバー[熱可塑性エラストマータイプ]）

関　連
カタログ

03-3507-7194　      03-3592-0955
info-02@abc-t.co.jpアルウィトラ事業部（直通）

札　幌　1 011-231-7936
横　浜　1 045-232-8449
広　島　1 082-568-2910

盛　岡　1 019-652-5133
新　潟　1 025-228-8877
福　岡　1 092-413-9449

仙　台　1 022-791-8354
金　沢　1 076-260-5290
沖　縄　1 098-864-1250

埼　玉　1 048-433-7772
名古屋　1 052-979-1858

千　葉　1 047-329-3471
大　阪　1 06-6944-3425

東　京　1 03-3507-7194
高　松　1 087-815-1043

施工前に必ず各商品の注意事項をお読みのうえ、正しく安全に施工してください。注意：

株式会社 エービーシー商会 本社 : 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

■営業所別連絡先（営業担当員が不在の場合は受注・業務センターに転送されることがあります）

TEL FAX

TEL FAX

MAIL

03-3507-7040              03-3507-7340

カタログ掲載商品 問い合わせ

その他商品のご案内は
www.abc-t.co.jp

定期メンテナンスの目安
臨海工業地帯
海岸・工業地帯
市街地
田園地帯

1～2回/年
1回/年

0.5～1回/年
0.5回/年

清掃回数

年に1回

定期点検（2年目以降）立地条件
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