
 防水・下地処理工事のエキスパートが、最新技術をご提案いたします。

水だけを使う
クリーンな
工法

剥離した
ゴミは袋に
自動分別

粉塵・埃の
飛散を低減

汚水は濾過
中和して
安心処理

施工動画

下地調整材

外壁仕上塗材

外壁アスベストの撤去に

ウォータークリーン
工法

＋湿式施工 ＋水と剥離物・粉塵を同時吸引 水処理システムで分別処理

マルホウ
独自開発

NETIS 登録番号 CB-160029-A
CB-190002-A

特許番号
第 6347796 号
第 6482142 号

審査証明番号 BCJ-審査証明-278

隔離養生
不要
レベル3
相当

ウォータークリーン工法
CPDS動画はこちら



超高圧水使用だから、
塗膜剥離の
残存が少ない。

軟質、弾性、硬質塗膜など
様々な塗膜の除去が可能。

吸引した剥離物と汚水は
外気に触れることなく自動分別。
廃材はフレコンバッグに
自動袋詰めされるので
人と環境に安全。

吸引時の空気も
しっかり濾過！

ジェットスクラバ方式で
クリーンな空気にして

排気します。

濁水は濾過、
PH処理し、施工現場で
安全に排水できます。

入隅部・出隅部も
専用アタッチメントで
施工が可能。

もちろん粉塵飛散は
ありません。

乾式工法のように
フィルターが

詰まることがなく、
吸引力が低下しません。
作業も中断なし。

水のみを使用するため、
環境を汚染しません。

濁水、剥離物を
強力に吸引するので、
粉塵飛散を防止。
レベル3相当(※2)が

可能です。

特許を取得した
新工法

今までの外壁アスベスト除去では
『グラインダーを使用し削り取る工法』『薬品を使用し溶かし取る工法』が
中心でしたが、アスベストの飛散や薬品の影響による

そんな問題を解決するため誕生したのが

など大きな課題が山積みでした…
健康被害 環境汚染 作業負担 工期遅延

官公庁様・設計事務所様　設計協力お問い合わせください。

●一般社団法人日本建築センター建設技術審査 審査証明番号　BCJ-審査証明-278
●ウォータークリーン工法 特許番号 第6347796号　SG工法 特許番号 第6482142号

●国土交通省新技術情報提供サービス「NETIS」登録番号　CB-160029-A　CB-190002-A
●国立研究開発法人 建築研究所の指針に準拠 (※1)

外壁アスベスト除去の新基準

ウォータークリーン工法

※1  国立研究開発法人建築研究所は、国土交通大臣から示された中期目標に基づき、公正・中立の立場で、所内の高度な実験施設を活用し、
　　 住宅・建築・都市計画技術に関する研究開発、地震工学に関する研修等を総合的に、組織的、継続的に実施する機関。
※2  関係各所県市町村などの判断によりレベル１相当での施工の場合がありますので事前の確認調査が必要になります。

剥離剤では除去できない
無機質下地調整材や
厚膜塗装の剥離も可能。

湿式集塵装置付き
グラインダーを使えば、
入隅部など狭小部や
小工事の施工が可能。



外気に触れず
濁水と廃材を分別

排気も排水も
きれい 現場を汚さない躯体に優しい工法

現場で自動分別
廃棄もスムーズ

100MPA から245MPAの超高圧水を
ウォータージェットポンプで発生させ、特殊な同時吸引式のアタッチメントで、湿潤、噴
射、剥離、吸引を同時に行い、アスベスト含有材（仕上塗材、下地調整材等）を強力吸引
しながら剥離する技術ですので隔離養生は不要です。

剥離物（廃材）と洗浄水（濁水）を
パワフルに同時吸引し、排気。

吸引時の空気
空気は濾過して排気

強力吸引
超高圧ポンプで

発生させた超高圧水を送水。

超高圧水送り除去作業

2次濾過 ＰH中和処理

剥離物（廃材）
自動袋詰め

排水

湿式バキュームグラインダーで塗膜剥離と
超高圧洗浄を精度高く施工。

除去された剥離物・洗浄水等を同時吸引。

剥離物・濁水

水

剥離物

超高圧水隔離養生不要
粉塵飛散しないから
レベル3相当に対応

12 3
6

5

1次濾過
4

設備は移動可能ですので、車両の入るところならどんな所でも施工可能です。（最長100m程度）

コンクリート切削時に発生する廃水はアルカリ性。それ
を中性中和処理し、最終0.2μフィルターで水質汚濁防
止法準拠した、濁度・PH・アスベスト検出限界値50本未
満／ℓにします。

吸引時の空気もジェットス
クラバ方式で濾過。
クリーンな空気にして排気
します。

廃材はフレコンパックに自動
回収。アスベスト含有汚泥は
固化もでき、2重袋詰めで廃
棄処理できます。 一般排水として

放流可能！

軟質、弾性、硬質塗膜など幅広く、効率よく除去！
ウォータークリーン工法

ウォータークリーンSG工法

ウォータージェット（超高圧水）を用い、同時吸引式アクセルローターのカップ内で噴射、湿潤、剥離、吸引。
超高圧水使用なので塗膜の残存がこれまでの工法と比べ圧倒的に少なく、精度の高い施工ができます。

集塵装置付き超高圧水洗工（100MPA以上）

特許取得 審査証明番号取得

NETIS登録番号取得

特許取得

NETIS登録番号取得

水道から水を点滴しながら、
小型装置で施工。小規模工事や
クラック補修などに最適。
塗膜の浮き部、際廻り、クラック部分のみの剥離、ケミカルア
ンカー工事などの削孔、コア抜きなどの塗膜除去に最適でセ
メント系質下地調整材除去にも対応します。アスベストが塗
材・下地材どちらに混入しているかわからない場合も、下地調
整材まで除去できる安心な工法です。

●使用対象／建築用石綿含有仕上げ塗材、薄塗材C（セメントリシン）、薄塗材E（樹脂リシン）、可とう形外装薄塗材E（弾性リシン）防水
形外装薄塗材E（単層弾性）、複層塗材E（アクリル系吹付けタイル）、複層塗材RE（水系エポキシタイル）、防水形複層塗材E（複層弾性）、
テニス場床材（ハードコート）、競技場床材（ゴムチップ舗装材）、エポキシ塗り床材、エポキシライニング材、アロンコート、複層塗材C（セ
メント系吹付けタイル）、厚塗材C（セメントスタッコ）、厚塗材E（樹脂スタッコ）、建築用下地調整塗材、下地調整塗材C（セメント系フィ
ラー）、下地調整塗材E（樹脂系フィラー）、道路舗装材

塗装塗膜含有アスベスト、セメント系無機質下地調整材除去に対応。

湿式集塵装置付ディスクグラインダー工法

除去作業

強力バキュームで強力吸引。連続的に吸引でき、ノンス
トップで除去作業が行えます。廃水と廃材をその場で外
気に触れる事なく分別します。

濁水（洗浄水）と
廃材（剥離物）を同時吸引

廃材は袋に

水も空気もきれいに

吸引・濾過・分別 排水・排気
マルホウ独自の
スーパークリーンシステムで
使用した水をきれいに

600㎎/ℓ未満浮遊物質量  （SS）

PH5を超え9未満PH

アスベスト繊維数50本以下アスベスト含有量

水処理（廃水処理内容）環境測定値  環境測定を行い排出基準に準拠した状態で放流を行う

-60～ -90kpa吸引圧力/真空圧

30～40m³／分風量

吸引装置の圧力と風量

ジェットスクラバ方式（水を使用し微小
粒子、有毒ガス、粉塵などを水とジェット
混合させ有害成分を除去する方法）

排気濾過方法

吸引時の排気  濾過

アスベスト含有の外壁塗材撤去 は、マルホウにおまかせください。



特許取得 審査証明番号取得

NETIS登録番号取得

従来の施工方法との比較

●平面は集塵装置付アタッチメントを
使用し除去を行い、狭小部や入隅部は
SGグラインダーを使用し除去を行う
ため、周囲に除去物が飛散しない。
●飛散しないので、簡易養生で施工可
能である。
●塗材及び下地調整材の除去が可能で
ある。
●除去物を外気に触れることなく処理
が可能。

設備設置場所の確保、水質汚濁防止法
準拠した、濁度・PH・アスベスト検出限
界値50f／L以下にして放流。

乾式集塵装置付き
ディスクグラインダー

工法

●大量の粉塵が発生する
ため、作業者及び周囲の
環境汚染に注意が必要。
●レベル3対応の除去方
法は難しく、レベル1相当
の養生内での作業となる。
●乾式集塵装置付きグラ
インダー工法も若干の漏
れが発生するため、簡易
養生での施工は難しい。

●大量の粉塵が発生す
るため、作業者及周囲の
環境汚染に注意が必要。
●養生破損による外気
への粉じん流出の危険
性が高い。

剥離剤（薬品）
工法

塗膜（塗装材）
下地調整材

◎
◎

塗膜（塗装材）
下地調整材

◎
◎

塗膜（塗装材）
下地調整材

△
×

●除去後表面に残った
塗料カスや下地凹凸に入
り込んだ塗装材の除去
ができない。
●下地調整材は除去で
きないため、施工法の選
定時に注意が必要。
●薬品使用による近隣
住民や作業者への人体
へ影響が懸念される。

●ジクロロメタンは使用
不可、塗料の完全除去は
できない。
●下地調整材の除去は
できない。

1.ウォータークリーン工法

評価

施工精度

注意点

15㎡～30㎡

△

15㎡～30㎡

△

× ○

隔離養生 簡易養生

◎

◎

50㎡～100㎡
（ SG工法／15㎡～30㎡ ）

簡易養生

1日あたりの
施工能率

環境・人への
優しさ

周囲への
飛散防止

養生レベル

施工法

集塵装置付き超高圧水洗工法（100MPA以上）

2.ウォータークリーンSG工法
湿式集塵装置付きディスクグラインダー工法

湿式集塵装置付
ディスクグラインダー工法



ウォータージェット工法設備 同時吸引式 バキューム＆濾過システム

超高圧ポンプ
最高圧力

最高吐出流量

燃料

重量

外形寸法

245Mpa 

20リットル

軽油

3350kg

3300L×1650W×2000H

役所・学校・工場の解体、耐震補強時の
外壁剥がしなど臨機応変に対応します!!全国対応

役所の庁舎 学校 工場の解体

塗膜除去 床養生の様子 ウォータークリーン工法施工部の比較

風量

真空圧

レシーバタンク容量

動力源

重量

40㎥/min

ー93kPa

2.7㎥

ディーゼルエンジン

7990kg

超強力汚泥吸引車

アクアセルローターⅡ
最高圧

最高吐出流量

仕様可能部位

重量

250Mpa 

15リットル

壁面・床面

6kg

湿式集塵装置付きディスクグラインダー
最高回転数

最高吐出流量

仕様可能部位

重量

13600回転 

3リットル

壁面・狭小部

1.2kg

マルチ濾過機　スーパークリーンⅠⅡ

バキュームホース長さ

バキューム風量

最大使用流量

バキューム圧力

中和処理法

使用温度

電源三相

重量

外形寸法 

最大50m

28㎥／分  

30リットル／分

31.5kpa

CO2処理

5度～50度

15KW/200V/60A

500kg

1980L×1065W×1300H

0.2μフィルターシステム
最高流量

最高出力

電源

重量

200ℓ/min

5MPA

AC100V  6A

20kg

ウォータークリーン養生システム

独自の熱収縮シートで
隙間なくぴったりと強
固に張ることができ、
風によるシートの剥が
れ・めくれを防ぎます。
隔離養生や外壁養生
に最適です。

NETIS登録番号  CB-190002-A

養生が義務付けられている
地域に最適

さらに詳しい内容はこちら→
CPDS 動画をご視聴ください。

株式会社マルホウ

マルホウ　アスベスト

＜お問い合わせ＞ 9:00～18:00（土日祝休業）0120-004-275
＜加入組合＞
文教施設協会
日本建築仕上学会
防衛施設学会
大阪府建物解体工事業協同組合
日本ウォータージェット施工協会
日本洗浄技能開発協会
レジテクト工業会
ダイフレックス防水工事協同組合
スプレーウレタン・ウレア工業会
機能性外壁工業会　
東海防水改修工事協同組合
ウォータークリーン施工協会

本　　社／愛知県東郷町春木下鏡田 446-1098　TEL 0561-39-4644
東京支店／東京都港区新橋四丁目27番 7号田村町 Shinshodoh BLDG４階　TEL 03-6435-9775
関東支店／埼玉県さいたま市緑区美園 4-13-8-D　TEL 048‒762－9490
東日本事業所／神奈川県相模原市緑区太井143-１　TEL 0120-004-275
大阪支店／大阪府大阪市淀川区東三国 2-5-5　TEL06-6151-5213
北陸支店／石川県羽咋市南中央町キ106-39　TEL 0767-23-4641
福岡支店／福岡県福岡市博多区博多駅前4-17-15 MODERN BUREAU 博多駅前1002　TEL 0120-004-275


