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お客様

こんにちは。トリコオンラインショップです。
いつも弊社をご利用いただきましてありがとうございます。
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新しい環境づくりを提案いたします！
トップヒートバリアー（遮熱材）のご紹介です。
驚異的に電力を削減します！
デマインド値を高くする要因として、夏場の建物への熱の侵入が大きく影
響します。
一般に大型建物の屋根からの熱の侵入は、全熱量の85%～90％にも達し
ますが、これを効果的カットできる方法がありませんでした。しかし、私共
が提案するトップヒートバリアーの遮熱工法は、ピーク時の屋根からの熱
量95％をカットする事を可能にしました。

◆施工事例◆

（ボイラー）

（屋外）

（屋内）

製品の詳細につきましては添付の資料をご確認ください。
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トップヒートバリアー（遮熱材）の紹介


商品のご紹介
遮熱材は元々宇宙産業で開発でされました。温度差の厳しい宇宙では、現在使用されている断熱
材ではとても対応する事が出来ません。そこで考えられたのが金属です。特にアルミニウムは反
射率も高く高性能な反射素材といえます。
弊社が提案させていただきますトップヒートバリアー（THB）は高純度のアルミニウム素材を使用
し特殊なコーティング（Xコート）を施した、超薄型（厚さ0.1㎜～0.2㎜）の遮熱材シートです。


＊用途に応じて厚さ5.0㎜もございます


トップヒートバリアー（THB)は、反射率が98％のシートとなっております。
よって98％の輻射熱を跳ね返し残り2％が透過または吸収する、優れた商品です


素材 レンガ アスファルト コンクリート 窓ガラス 木 白金 同 THB


反射率 ５～７％ １０～１５％ ６～１５％ ５～１０％ ８～１０％ ９３％ ９５％ ９８％


表から私達の身の周りの建材多くは、ほとんど熱を吸収してしまう事となります。







業種


効果


学校施設
病院・介護施設
スポーツクラブ
施設


物流・運送関連 食品加工会社 農業用建物 チェーン店舗 娯楽施設


体育館・
校舎・講道館等
ドームテント


物流倉庫
コンテナトラッ
ク
保冷蔵トラック


保冷蔵庫
製造棟
原料貯蔵庫
製品倉庫
保冷蔵トラック


畜産建物
野菜栽培棟
穀物倉庫


ドラッグストア
飲食店舗
スーパー
コンビニ
衣料店舗


温泉施設
遊戯施設
道の駅


電力削減 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


燃料削減 ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎


職場（周囲）環
境改善


◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○


製品劣化防止 ー ○ ◎ ◎ ○ ー


凍結・結露防止 ○ ○ ○ ○ ○ ○


熱中症・熱射病
冷房病・冷え性
対策 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎







施工用途


建物 屋根、天井裏、壁面（屋内・屋外）、煙突、


機器 ボイラー、乾燥炉、殺菌窯、配電盤、電気炉、恒温槽


その他 各種配管、煙突


その他使用用途


屋根融雪シート、、防草シート食、生鮮食品包装シート


①トップヒートバリアーを施工することにより、室内温度が管理しやす
くなり、大型店舗などでは、冷暖房機の台数を削減する事も可能です。


②薄型シートで、機器関係にも施工可能となり、エネルギー削減、電力
削減効果があります。







デマインド値を高くする要因
として、夏場の建物への熱の
侵入が大きく影響します。
一般に大型建物の屋根からの
熱の侵入は、全熱量の85%～
90％にも達しますが、これ
を効果的カットできる方法が
ありませんでした。しかし、
私共が提案するトップヒート
バリアーの遮熱工法は、
ピーク時の屋根からの熱量
95％をカットする事を可能
にしました。


トップヒートバリアーの得意技は驚異的な電力削減


トップヒートバリアーはデマインド値低下の有効手段







折板屋根（屋外）


折板屋根（屋内）







大型衣料店舗


薬品倉庫


施工箇所
天井裏
遮熱材効果
断熱材無し
大型エアコン9台設置予定を5台（4台削減）


施工箇所
天井
遮熱材効果
6月気温３４℃の時、室温２４℃と１０℃低下
夏場のピーク電力は同型の断熱材倉庫と比較して
６８％の削減とななる。







スーパー


薬品倉庫


施工箇所
天井裏
遮熱材効果
断熱材無し
大型エアコン9台設置予定を5台（4台削減）


施工箇所
天井
遮熱材効果
6月気温３４℃の時、室温２４℃と１０℃低下
夏場のピーク電力は同型の断熱材倉庫と比較して
６８％の削減とななる。







ボイラー


施工効果 重油使用料
30～40%削減


大型乾燥炉


施工効果 使用電力25％以上削減
乾燥炉周辺の室温が3℃以下がり、
作業環境改善


殺菌釜


施工効果 釜表面温度88℃から
39℃と49℃低下


＊作業環境により、効果は異なります。







原画


屋内スポーツ施設
保育園
小児病院


壁面に施工する事に
より、遮熱もし美観
等を演出







プレハブ作業室1 大型店舗防災ハッチ店舗テント


プレハブ倉庫2







配電盤2


配電盤1 ガスオーブン







商品名（商品コード） 厚み 荷姿 NOTE


THB-M ０．２ １M×50M 木造用（新築用）
THB-X ０．２ １M×50M 万能用タイプ
THB-FX ０．２ １M×50M 不燃認定合格品


THB-FR30 ０．３ １M×30M 耐熱220℃
THB-WBE１ ０．１ １M×100M 屋外用(ベージュ）
THB-WBE２ ０．２ １M×50M 屋外用（ベージュ）
THB-WGR２ ０．２ １M×50M 屋外用（緑）


THB-CX ０．１ １M×100M ATIS
THB-K ５．０ １M×35M ATIS（結露対策製品）


THB-PS1 ０．１ １M×指定長 プリント内装用（標準品）


THB-PS2 ０．２ 1M×指定長 プリント内装用（標準品）


THB-PO1 ０．１ 1M×指定長 プリント内装用（オーダー品）


THB-PO2 ０．２ 1M×指定長 プリント内装用（オーダー品）


THB-TA ー 50mm×50M 一般用
THB-TB ー 50mm×50M 不燃用


両面粘着シート ー 265mm×50M 内装用
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