


レシピのメモや調理具もスッキリ収納

キッチン

手洗い場に大事なお知らせキーを収納したり写真で楽しくお出迎え

玄　関 幼稚園

マグネットフック
　　がくっつく！

メモもくっつく！

マグネットがくっつく壁材
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生活に役立つ
機能充実の新しい壁材
冷蔵庫のドアと同じようにしっかりマグネットをくっつけたい。
レシピなどのメモはもちろん調理器具などもスッキリ収納。
楽ちんマグボードは不燃認定を取得した耐久性にもすぐれた化粧材です。

大切な連絡事項やスケジュール管理に

病　院

会議資料やマグネットホワイトボードを使ってミーティング店内のイメージ作りやメニューの掲示に

ショップ オフィス

「楽ちんマグボード」を使用す
る事で、壁面にマグネットホワ
イトボードや伝言メモ、写真、
小物、パネルなどがマグネット
で掲示できます。

楽
ち
ん
マ
グ
ボ
ー
ドマグネットホワイトボードを使用しています。 マグネットホワイトボードを使用しています。
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磁石がくっつく磁石がくっつく
冷蔵庫のドア面と同じように
磁石がくっつくので
調理器具などもスッキリ収納。

安心・信頼の品質
楽ちんマグボードは
不燃認定を取得。
耐久性にもすぐれた高品質な化粧材。

優れた加工性
金属層をもっているにもかかわらず、
チップソーで自由に切断でき
リフォームにもおすすめ。

お手入れラクラク
汚れが付きにくく、耐汚染性・
耐洗剤性・耐薬品性に
優れているので、お掃除も簡単。

1

 楽ちんマグボード4つの特長

ベージュ色のエリアが商品の使用箇所で
す。楽ちんマグボードを壁に使うことで、
マグネットがくっつくようになります。

21



 楽ちんマグボード

『楽ちんマグボード』は無機ボードの表部分に金属の化
粧鋼板をとりつけ、丈夫で硬質、マグネットがしっかり
とくっつく新しい壁材です。

「楽ちんマグボード」とは？

マグネットで収納上手

●材料区分 化粧鋼板複合版

3.3～3.4mm●厚　　み

不燃（NMー2687）●防火性能
約50％●保 持 力（※）

※目安であり、保証値ではありません。 参考価格には消費税及び工事費は含まれておりません。

●サ イ ズ 3×8（910mm×2420mm）3×6（910mm×1820mm）

●商品番号 SMG–2WH SMG–2BE SMG–1
￥34,000／枚●価　　格 ￥54,000／セット（￥27,000/枚）
パールホワイト パールベージュパールホワイト

SMG–2MA

マットホワイト●カ ラ ー
12.0kg／枚9.0kg／枚●重　　量
1枚／セット2枚／セット（バラ不可）●発注単位

※印刷物のため、実際の色調とは異なります。

■製品断面図（拡大）

■カラー

コンロまわりすっきり
壁を利用すれば、汚れやすいコン
ロまわりにモノを置かなくてすみ
、汚れてもサッと一拭きでお掃除
ラクラク。

壁をもっと有効活用
新感覚！壁面をマグネットアイテム
で自由自在にレイアウト。もちろんマ
グネットだから下地に穴をあける心
配もありません。

こどもの目線で工夫
ぴったりはしつけ上手
こどもの成長にあわせて、その子
の手の届くところに片付けの定位
置を。無理なく自然に片付けが身
につきます。

ピンレスという安心
ピン・画びょうではなくマグネッ
トを使用するので、万が一踏んで
もケガをする危険がぐっと軽減。

安心の品質
不燃認定取得
安心の不燃性能だから施工場所を
問わず幅広くお使いいただけます。

冷蔵庫のドアトップシェア
冷蔵庫ドアの技術から生まれた耐
久性の高い壁面材です。国内トッ
プシェアの東洋鋼鈑(株)が製造。

総厚3.3～
　　　3.4mm

化粧鋼板層
無機ボード

楽
ち
ん
マ
グ
ボ
ー
ド

※マットホワイトは汚れが落ちにくいため、キッチンや水廻り等汚れが付きやすい場所での使用は避けてください。

パールホワイトマットホワイト パールベージュ
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施工の流れ

・屋外に積んだ状態や立てかけて放置すると変形する可能性がありますのでおやめください。
・直射日光や水漏れなど心配のない屋内で、床面が平らな場所に平積みし、シートなどで全体を保護してください。

保　管

施工の概要 ※施工の詳細説明が必要な場合は、別紙にてご用意しております。

・切断面は鋭利で危険です。ケガをしないように必ず面取り加工を施してください。
・カット面にバリがある時はヤスリで仕上げてからカット面に防サビ処理を施してください。

面取り

・両面テープ【推奨：（株）タイルメントボードタック】を貼り、接着剤【推奨：（株）タイルメント
MK-710】を塗布します。
※両面テープ：1巻（10m）3×6板で約1.5枚を施工できます。　接着剤：320mlカートリッジ
1本　3×6板で約1.5枚を施工できます。
注意：両面テープは初期の接着用ですので、必ず接着剤を使用して併用ください。
※化粧板の裏面と下地の接着面は必ずホコリ、汚れを除去してください。
楽ちんマグボードを下地に貼ります。
①両面テープのはくり紙をはがします。
②墨出し位置にあわせて所定の場所に楽ちんマグボードをセットします。
③位置を確認後、貼り合わせて圧着します。
※両面テープが接着すると微調整できないのでご注意ください。
※接着剤が完全に硬化するまで、水をかけたり強い衝撃を与えないようにご注意ください。

貼り付け

・角を持ち上げて曲げるような力を加えたり、他のものにぶつけたりしないように注意して運搬してください。また、ロープなどの直がけも
おやめください。

運　搬

・防塵対策やケガ防止のために【防塵マスク】【保護手袋】【保護メガネ】を必ず着用してください。
・楽ちんマグボードは浴室内には絶対に使用しないでください。

事前準備

・楽ちんマグボードは単体で使用しないでください。設置する壁面等に、十分な強度が
　あるかを必ず確認してください。（十分な強度がないと変形やハガレの原因になります）
・下地には合板または石膏ボード・無機質ボードを捨て貼りしてください。防火区画が適用
　されるような場所などは、下地材にも制限がありますのでご注意ください。
・捨て貼り材は、9mm以上の合板か、9.5mm以上の石膏ボードを使用してください。
・台所等のコンロ周辺への施工は12.5mm以上の不燃石膏ボードを特におすすめします。
・無機質ボートの下地使用時はシーラー（プライマー）処理を必ず行ってください。
注意：台所のコンロ等の周囲は火災の発生を考慮して、火災予防条例等の基準に従って施工してください。
注意：捨て貼り材に段差がある場合、接着不良で脱落の原因となり大変危険です。必ず平滑に仕上げてください。

下　地

・取り付けの前に必ず右図のような水平と垂直の墨出しを行って割り付けてください。
墨出し割付け

・開梱後、長い時間放置すると変形して施工の妨げの原因になります。速やかに使い切ってください。
・表面の保護フィルムをはがさずに切断作業を行ってください。
・切断作業はできるだけ屋外で行ってください。やむを得ず室内にて切断作業をする場合は防じんマルノコ【推奨：（株）マキタ防じんマルノ
コ】を使用してください。
・ダイヤモンドチップのノコ刃の使用は避けてください。鉄・アルミ用【推奨：山真製鋸（株）板金マスター】ノコ刃をご使用ください。
・ボードは必ず裏面から切断してください。
・穴あけ・切断加工の際はサンダーのご使用は控えてください。火の粉が化粧面に飛散してとれなくなることがあります。

加工・切断・穴あけ・切り欠き

・見切り材を使用しない場合は、目地用シリコーン【推奨：（株）タイルメントS-100J 333ML】で目地部をコーキングしてください。
※333mlカートリッジ1本で約15mの目地処理が可能です。表面保護フィルムはマスキングの前にはがしてください。
※水まわりの施工の際には必ずコーキングしてください。

端部仕上げ

接着剤・目地用シリコンが硬化するまで養生して完成です。
※養生は1日以上おこなってください。施工後は換気を十分に行ってください。

完　成

表面の汚れはやわらかい布か、中性洗剤をつけたスポンジで一度拭き取り、よく絞った布で再度拭いてください。
タワシ類・漂白剤・クレンザー・強アルカリ・弱酸性洗剤は絶対に使用しないでください。

メンテナンスについて

下地
石膏ボード・合板等

墨出し線
パネルのねじ部分に
下地材の継ぎ目が
あわない様に割付け
にご注意ください。

○下地の間柱は455mm、同縁は303mmの間隔を基本とする。

20mm
10mm

短手

長手

両面テープ

接 着 剤
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安全に関するご注意
■楽ちんマグボードは国土交通大臣認定不燃壁材ですが、表面部分は化粧仕上げですので、直火が当た
るような使用は絶対にしないでください。万一、炎が当たった場合でも延焼になることはありません
が、表面の化粧層が焦げる可能性があります。
●取り付け壁の確認
　加熱調理器（家庭用）のまわりに取り付ける場合は図①のように加熱調理器より150mm以上（業務
用は200mm以上）壁面から離れていることを確認して施工してください。
●加熱調理器が150mm以上離せない場合は、図②のように壁面と加熱調理器の間に防熱板を必ず設
置してください。
その際、防熱板は壁面には直接取り付けず壁面から10mm以上は離して取り付けてください。
●法令・条例等に定める防火上有効な措置が講じられた壁にするためには、図③の後壁上部（A部）と
側壁上部（B部）を不燃材料で仕上げてください。
●表面保護のためにフィルムが貼ってありますが、水溶性で出来ていますので雨などで水漏れすると、
フィルム同士がくっついて化粧板からはがれなくなる恐れがあります。施工前の水漏れは絶対にさけ
て、施工後に保護フィルムをはがしてください。
●加熱調理器のまわりにレシピやメモなどを貼り付けて使用すると、加熱器からの炎や熱で思わぬ事故
が発生する恐れがあります。加熱器のまわりには絶対に設置しないようにご注意ください。

使用上のご注意
■楽ちんマグボードには釘を打ち込んだり、ビスをもまないようにしてください。
■表面に包丁などの鋭利な器具をあてますとキズがつく可能性があります。
■表面のお手入れに金属のたわしやクレンザーなどのみがき粉はキズがつくので絶対に使用しないでください。
■表面に粘着力の強いテープ、吸盤式取り付け用の台座など貼らないでください。はがした時に表面塗装がはがれる可能性があります。
■吸盤を取りはずす時はゆっくりと外してください。
■マグネットの磁力（kg）×保持力（%）がキープできる重さの目安になりますので必ず使用前にご確認ください。
■マグネットの保持力以上のものを吊すとマグネットが滑り落ちる可能性があり大変危険です。落下によるケガや壁紙のキズ付きには十分
注意してください。

推奨品リスト
■見切り金物 【メーカー：（株）創建】
・端部見切り：アルミ3CA（54200）バニラホワイト 2.73m定尺
・ジョイント：アルミ3HA（54210）バニラホワイト 2.73m定尺
・出 隅 用：アルミ3AD（50120）バニラホワイト 2.73m定尺
・入 隅 用：アルミ3AB（50130）バニラホワイト 2.73m定尺

■副資材 【メーカー：（株）タイルメント】
・接 　 着 　 剤：MKー 710　320ml
・両 面 テ ー プ：ボードタック　20mm×10M
・目地用シリコーン：アークシール　Sー 100J 333ML　333ml

図③

150mm以上 150mm以上

1000mm以上

側壁

後壁上部
（A部）

側壁上部
（B部）

側壁

（後壁仕上げ範囲） （側壁仕上げ範囲）

図②

10mm以上

10mm以上

図①

150mm以上

150mm以上側面

（家庭用加熱調理機器部平面図）

※防熱板を利用する方法

防熱板

鉛筆硬度（JISK5600） 傷付き発生しない鉛筆硬度 H　B表面硬度

赤錆発生無きこと、
剥離長さ15mm以下のこと 合　格耐食性 平板500時間

塩水噴霧試験
（JISK6744）
（JISZ2371）

ひび割れ、
剥離が生じないこと 合　格耐汚染性

汚染物質を化粧面に付着させ、
24時間静置。
中性洗剤で洗浄、アルコール
清拭後、1時間放置

①アセトン
②クレヨン（赤、黒、青）
③醤油

ひび割れ、
著しい変色が生じないこと 合　格耐薬品性

薬品を化粧面に付着させ、
24時間静置。
中性洗剤で洗浄、アルコール
清拭後、1時間放置

①トイレマジックリン
②キッチンハイター
③5%HCI
④5%NaOH

ひび・光沢変化・
色調の変化がないこと 合　格

耐熱性

アルミ鍋に植物油を入れ、
180℃に加熱し、容器を置く。
20分放置後、ひび・光沢変化・
色調の変化がないか確認。

植物油

ひび・光沢変化・
色調の変化がないこと 合　格

アルミ鍋に水を入れ沸騰する
まで加熱し、容器を置く。
20分放置後、ひび・光沢変化・
色調の変化がないか確認。

お　湯

1mm×100個マス目
カット後テープ剥離

碁盤目剥離試験
（JISK5600）

剥離無きこと 合　格

※1密着性試験（化粧銅板）
密着性
※1

条　　　件
判定基準 結　果

化粧銅板表面
項　目
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