
キャンドル/キャンドルDX

ハイブリッド外装仕上げ塗り壁材

個性ある住宅を追求するなら─ 塗り壁という選択肢。

─建築仕上げの流れをつくる─

COLOR VARIATION

COLOR VARIATION （DXシリーズ）

CA-101 CA-102 CA-103 CA-104 CA-105 CA-106

CA-107 CA-108 CA-109 CA-110 CA-111 CA-112

CA-113 CA-114 CA-115 CA-116 CA-117 CA-118

DX-白 DX-32 DX-34 DX-35 DX-36 DX-37

DX-38 DX-39 DX-40 DX-41 DX-42 DX-海砂利

豊富なバリエーションで演出します。

ご要望にあわせて、豊富に取り揃えたバリエーション。この他のカラーの場合はお気軽にご相談ください。
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標準仕様

●注意事項
●詳細は施工マニュアルをご確認ください。
●乾燥が比較的早いため、塗り継ぎ時間に注意してください。（特に大面積を
施工する場合は、作業者の増員や化粧目地による分割を検討してください。）

●気温5℃以下の施工は避けてください。
●混練り後は1時間以内に使い切ってください。
●施工時及び施工後の降雨・降雪には注意してください。

▶施工の注意

NW 2011.0.0000

性　能

施工フロー

※施工条件等により各々多少の幅を生じることがあります。詳細は施工マニュアルをご確認ください。また寒水石（白竜）は現場でご用意ください。

項　目 品質基準：JIS A 6909
試験結果

キャンドル キャンドルDX
初期乾燥によるひび割れ抵抗性
付着強さ［N/mm2］

温冷繰り返し
透水性A法［mm］
耐洗浄性
耐衝撃性
耐アルカリ性A法
耐候性A法

ひび割れがないこと
0.5以上
0.3以上
塗膜のひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと
10.0以下
はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと
ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること

標準状態
浸水後

合格

合格

合格
合格
合格

0.96
0.85

0.4

1.00
0.91

0.7

製品名 標準色 荷　姿 標準塗面積 備　考
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キャンドルシーラー

キャンドル

キャンドル
（オレンジピール）

キャンドルDX

キャンドルDX海砂利

キャンドルＤＸ
専用玉石（T-1）

１８色

１１色

１色

18㎏缶
4kgポリ容器
主材：20kg／紙袋
混和材：2.2kg／ポリ袋
主材：20kg／紙袋
混和材：2.2kg／ポリ袋
専用骨材：5.3kg／ポリ袋

主材：20kg／紙袋
混和材：2.2kg／ポリ袋

専用玉石：3kg／ポリ袋　※キャンドルDX Ｎｏ．白、32～42 上塗り時に使用（主材：専用玉石=１：１）

約360m2
約80m2

6～10m2／セット
（塗厚：2～4mm）

約8m2／セット
（塗厚：約3mm）

約10m2／セット

約7m2／セット
（塗厚：3～4mm）

主材＋混和材（骨材なし）

主材＋混和材（骨材なし）

主材＋混和材＋専用骨材

DX32
主材＋混和材（骨材なし）

パターンに応じて
寒水石（1～7厘）を混入

主材＋混和材＋専用骨材

専用玉石（T-1）および
寒水石5厘を混入
主材＋混和材のみ
（骨材既調合）コテ

コテ

吹付

コテ

素地調整
吸水調整材　

「キャンドルシーラー」　
5倍液塗布（2回）

混練り
キャンドル・キャンドルDX主材

キャンドル混和材
水

混練り
キャンドル吹付用主材
キャンドル混和材

オレンジピール専用骨材
水

下塗り
約1mm

下吹き
約0.8kg/m2

▲

施工の詳細について
テクスチュア別の施工マニュアルを
遵守して施工してください。

キャンドル
DX
海砂利

キャンドル
DX

キャンドル
キャンドル・キャンドルDX コテ

吹付キャンドル（オレンジピール）

キャンドルDX主材・
キャンドル混和材・専用玉石（T－1）

寒水石5厘・水

混練り

キャンドル主材・キャンドル混和材
寒水石（１～７厘）：パターンに応じて

水

混練り

キャンドルＤＸ海砂利主材
キャンドル混和材・水

混練り

キャンドル吹付用主材・キャンドル混和材
オレンジピール専用骨材・水

混練り

上塗り
約1～3mm

パターン

上塗り
約2mm

パターン

上塗り
約2～3mm

パターン

上吹き
約1.2kg／m2

乾燥後

4～24
時間

4～24時間

合格（4─5号） 合格（4号）

※キャンドルDX海砂利の下塗りは,
　DX-32を使用します。

※コテ塗り用と吹付用の主材は異なります。

日本建築仕上材工業会登録
登録番号

ホルムアルデヒド放散等級

問い合わせ先

0305261

F☆☆☆☆

http://www.nsk-web.org/

（登録範囲）http://www.jtccm.or.jp

5倍希釈　キャンドル、キャンドルDX、キャンドルDX海砂利 共通

＊DXシリーズは、特注色に対応しておりません。

＊カラーの写真は印刷のため、実物とは多少異なる場合があります。



天然石を混ぜ合わせた素朴な質感
が魅力的な DX シリーズ。自然を
愛する癒しのくらしをイメージさ
せるナチュラルな外観が人気で
す。

和風から洋風建築までさまざま
な建物に対応できる豊富なテク
スチャーと、色彩の組み合わせで、
オリジナルの塗り壁をデザイン
できます。

キャンドル

キャンドルDX

外壁仕上材として長期間劣化せず、耐久性に大変
優れています。退色の少ない顔料を使用することで、
いつまでもその美観を保ちます。

天然鉱物を特殊加工した防カビ・防藻剤を使用して
おり、カビ・藻の発生を長期にわたって抑制します。

無機系材料を組合せることで、樹脂系材料に見られ
る静電気的な汚れが付着しにくい仕上材です。

外部の水は吸いにくく、内部の湿気を排出するので、
内部結露を防ぎ、浮きや剥がれ等を防ぐ効果があり
ます。

和風から洋風までさまざまな建物に対応できるよう変
化に富んだデザインやカラーを揃えました。ナチュラル
で柔らかな質感が、建物を美しい外観に仕上げます。

TEXTURE VARIATION
豊富なテクスチャーと色の組み合わせで、世界でただひとつのオリジナルな外装を創造します。
キャンドル、キャンドルDXでつくり出す優美な塗り壁に思いを馳せましょう。

フォレスト トワイライト

トワイライトS

オレンジピール そよ風 横レイン

森林を流れる空気感をイメージ 石材の陰影が綺麗なテクスチャー シンプルで爽やかなテクスチャー ランダムでナチュラルな風合い やさしく降り注ぐ雨をイメージ

くし引き サン・レモ クアトロ テラ

規則的なラインが繊細さを演出 シンプル＆ナチュラルな風合い ランダムなコテ使いが手作り感を演出 コテ波が残るシンプルなテクスチャー

ブリーズⅡ

DX  海砂利DX  フォレスト

木目風にも見えるテクスチャー

海辺の砂浜、小石をイメージした質感天然石の色彩が映えるテクスチャー

DX  ブリーズⅡ

ざっくりした横ラインと天然石が人気

無機無機無機無機材料材料材料材料材 と有と有と有と有機材機材機材材材機材料を料を料を料を料をを料 組み組み組み組みみみ合わ合わ合わわ合わ合 せたせたせたたたたたハハハハイハイハイハ ブリッドドドドド外装外外外装外装外装外装仕仕上仕上仕上上材。材。
無機無機無 材料材料材料材料ならならならならな ではではでで の自の自自自然な然な然な然な質感質感質感感、抜、抜、、抜群のの群の強強度強 ・耐久性性性性性はそはそはそはそそそはそそそそそそそそのまののののままに、
有機有機有機有機有有 材料材料材料材料材料のメのメのメのメののメメリッリッリリッリッリッリッリリッットでトでトでトででトであるあるあるる初期初初期初 接着接着強度強度強度・非・非非・非・非・非白華白華白華白白華華華性を併せせせせせせ持ち持持持ち持ちち持持持ち、、
同時同時同時時に施に施に施にに 工性工性工性工性工 の向の向の向の向のののの 上、上、上、上、上上 多様多様多様多様なテなテなテなテクスクスクスクススク チャチャチャチャャー・ーー・カラカラカラカラカラカ ーーーバーバーー リエーシーシシシシシションョョョンンを実を 現ししましししました。たた。た
現代現代現代代代代のニのニのニニニーズーズーズズーズズにあにあにあにあにあったったったったたた思い思い思い思いい通り通り通り通りの塗の塗の塗の り壁り壁り壁りりり が表が表が表が表現で現で現で現でで現できまきききまきます。

富士川のＣＡＮＤＯＷＡＬＬ（キャンドル）シリーズは、
無機材料と有機材料を組み合わせたハイブリッド外装仕上材。
無機材料ならではの自然な質感、抜群の強度・耐久性はそのままに、
有機材料のメリットである初期接着強度・非白華性を併せ持ち、
同時に施工性の向上、多様なテクスチャー・カラーバリエーションを実現しました。
現代のニーズにあった思い通りの塗り壁が表現できます。

個性が生きる世界でただひとつの住み心地　　　  テクスチャーの手づくり感が豊かな表情を生み出します。

耐久性耐久性

防藻防藻
防カビ性防カビ性

耐久性
耐候性耐候性

防藻
防カビ性

意匠性意匠性意匠性

低汚染性低汚染性低汚染性

キャンドルシリーズは人にも、家にもやさしい壁材です。

＊商品写真は印刷のため、現物とは若干異なります。
詳細は商品見本でご確認ください。 

＊同じ色番号でも、テクスチャーによっては、色の見え方
（濃淡）が異なります。事前に弊社へサンプル板の作成
依頼をお申しつけください。

＊施工前に必ずコンパネ等で試し塗りを行い、仕上がり、
乾燥性を確認してください。

透湿性透湿性透湿性

2つの良さが活きている
キャンドルシリーズ無機材料 有機材料

＊海砂利は色番号であり、パターン名でもあります。

コテ塗り

コテ塗り

コテ塗り コテ塗り コテ塗り

コテ塗り コテ塗り コテ塗り コテ塗り

コテ塗り コテ塗り コテ塗り吹き付け

防藻試験（試験開始から６週後）

キャンドル 一般製品

※JISZ2911
（かび抵抗性試験）
に準拠

耐候性試験A法（JIS A 6909）　

試験前 試験後

300時間
照射後


