一材型補修材
概要
用途

（薄塗用）（厚塗用）
1 ア クリル粉末樹脂を内添した一材型補修材

チチブVワン床モルタルは、コンクリート表面の不

特長

陸調整を目的とした凡用性の高いポリマーセメン
ト系一材型補修材です。
● 倉庫・駐車場や工場のコンクリート床補修
● 戸建住宅の基礎や外構などの補修
● 各種仕上げ塗材の下地調整

です。
2コ
 テ作業性が良好で、平滑な床仕上げがで
きます。
3 コンクリート面に近い仕上りになります。
4 Ⅴ ワンボンドとの組み合せにより高い付着
強さが得られます。

駐車場

施工前

標準仕様
荷姿 標準施工厚さ 練混ぜ水量
タイプ
kg/ 袋
mm
L/ 袋

練上り量
L/ 袋

1 袋当たりの施工面積
m²/ 袋

施工後

性能
試験項目

タイプ

試験方法

薄塗

25

1～3

5 〜 5.25

約 16.5

約 16 (1mm 厚 )

圧縮強さ（N/mm²）

薄塗
42.1

厚塗

25

3 ～ 30

3.75 〜 4.0

約 13.5

約 1.37 (10mm 厚 )

曲げ強さ（N/mm²）

6.6

7.0

JIS A 6916 準拠

付着強さ（N/mm²）

1.5

1.9

JIS A 6916 準拠

吸水量（g）

0.9

1.2

JIS A 6916 準拠

透水量（mL）

－

0.25

JIS A 6916 準拠

長さ変化（％）

－

-0.09

JIS A 6916 準拠

-0.27

-0.23

JIS K 5600 準拠
摩耗輪 CS-17 1000 回転

チチブ V ワンボンド（専用プライマー）
荷姿
kg/ 缶

水希釈量（4 倍液）
L/ 缶

使用量
kg/m²

1 缶当たりの塗布面積
m²/ 缶

18

54

0.2 〜 0.25

288 〜 360

4

12

0.2 〜 0.25

64 〜 80

施工
方法

プライマー塗布

●旧下地材の脆弱層・油分等をサン
ダーで確実に除去して清掃を行っ
てください。
●チチブ V ワンボンド 4 倍液（V
ワンボンド：水＝ 1：3）を施工
面に塗布してください。使用量
0.2 〜 0.25kg/m²
＊吸い込みが多い場合は、2 回塗布
してください。

●乳 白色がなくなるまで乾燥して
ください。(1 ～ 3 時間程度 )

取扱注意事項
〈業務用〉

摩耗量（g）

練り混ぜ

塗り付け

●所 定の水量を容器に入れ、粉体
を徐々に加えながらハンドミキ
サーで 2 分間練り混ぜてくださ
い。
＊練 り 混 ぜ 水 量 を 厳 守 し て く だ さ
い。
＊既 調合品なので、他の材料は入れ
ないでください。

●コ テ圧をかけて下地へしごき塗
りを行ってから所定の厚さに塗
り付けてください。
●締まったところで金コテを使い、
平滑に仕上げてください。
＊練 り混ぜ後の材料は、30 分以内
に使い切ってください。
＊気 温が 5℃以下になる場合は、施
工を避けてください。
＊急 激な乾燥の恐れがある場合は、
施工を避けてください。

厚塗
43.5

JIS A 6916 準拠

養生

●直 射日光を避け、必要に応じて
シート掛け等の養生を行ってく
ださい。
（夏期 1 日以上、冬期 3 日以上）
●施 工後、降雨・降雪の恐れがあ
る場合は、施工を避けてくださ
い。
●施 工条件に応じて、白華が発生
する場合があります。

本製品はセメントを基材にしており、粉塵がたち易く、強アルカリ性を有します。
直接目に入ったり、皮膚に付着すると失明や炎症をおこすことがありますので、取り扱いには保護メガネ、防じんマスク、ゴム手
袋等を着用してください。詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

販売店
本社／営業本部
〒 110-0005 東京都台東区上野 7 丁目 7 番 6 号
TEL: 03-3844-5062（直通） FAX: 03-3844-5087
工場
〒 360-0825 埼玉県熊谷市月見町２丁目１番１号
TEL: 048-521-2161
FAX: 048-521-2764

http://www.chichicon.co.jp/

high-performance premix cement mortar repair material
(thin coat type) (thick coat type)

Chichibu V1 floor mortar is a versatile premix
polymer cement high-per formance premix
Overview
cement mortar repair material for the purpose of
adjusting surface of concrete.

1 T his is a premixed cement mortar

Features

● Concrete floor repairs of warehouses, parking lots and factories
● Repair foundation and exterior of detached houses
● Backing adjusting for various finishing materials

Usage

obtained by mixing admixture and acrylic
powder resin.
2 Trowel workability is good, and smooth
floor finish is possible.
3 Finishing is close to that of concrete
surface.
4 High adhesion strength can be obtained by
combination with V1 bond.

Parking Area
Before
construction

Standard specification

Performance

water Mortar volume
Packing Standard Mixing
amount
Kg / bag application
L / bag
thickness
L / bag

Type
thin
coating
Thick
coating

25
25

1～3
3 ～ 30

5 〜 5.25
3.75 〜 4.0

about 16.5
about 13.5

Test item

Thin
coating

Thick
coating

about 16 (1mm thick)

Compressive strength (N / mm²)

42.1

43.5

According to JIS A 6916

6.6

7.0

According to JIS A 6916

about 1.37 (10mm thick)

amount used
kg/m²

Construction area per can
m² / can

18

54

0.2 〜 0.25

288 〜 360

4

12

0.2 〜 0.25

64 〜 80

Construction
method

Primer application

●B
 e sure to remove the fragile
layer, oil, etc. of the old base
material with sanding machine
and clean it.
●P
 lease apply the Chichibu V1
Bond 4x Dilution (V1 Bond:
Water = 1: 3) to the construction
surface. Amount should be 0.2 to
0.25 kg / m²
* If there is a large amount of
suction, please apply it twice.
●P
 lease dry until it becomes milky
white. (About 1 to 3 hours)

Handling Precautions
<For business>

Flexural strength (N / mm²)
Adhesive strength (N / mm²)

1.5

1.9

According to JIS A 6916

0.9

1.2

According to JIS A 6916

Volume of permeable water (mL)

－

0.25

According to JIS A 6916

Length change (%)

－

-0.09

According to JIS A 6916

-0.27

-0.23

According to JIS K 5600
Abrasion wheel CS-17 1000
Rotation:1000 cycles

Abrasion loss (g)

Mixing

Application

● P ut the prescribed amount of
water in the container, and
gradually add the powder and
mix it for 2 minutes with a hand
mixer.
* P lease strictly adhere to the
amount of water to be mixed.
*B
 ecause it is a prepared product,
please do not add other
materials.

● P l e a s e a p p l y p r e s c r i b e d
thickness after the application
of both trowel pressure and die.
● Please use steel trowel after it is
tightened and finish it smoothly.
*P
 lease use up the ingredients
within 30 minutes after mixing .
* A void construction when the
temperature falls below 5 ℃ .
* A void construction if there is
any risk of instant drying.

Curing

● A void direct sunlight, please
implement curing such as sheet
hanging etc.
when necessary. (1 day or more
in the summer, 3 days or more
in the winter)
● If there are any possibilities of
rain or snowfall after the
construction, please avoid
construction.
● Depending on the construction
conditions, efflorescence may
be generated

This product is based on cement, it is susceptible to dust and has strong alkalinity.
Since it may cause blindness and inflammation when directly entering the eyes or adhering to the skin, please
wear protective eyewear, dust mask, rubber glove etc..
Please refer to Safety Data Sheet (SDS) if detailed contents are required.

Head Office / Sales Headquarters

〒 110-0005 7 - 7 - 6 Ueno, Taito-ku, Tokyo
TEL: 03-3844-5062（direct line ） FAX: 03-3844-5087
〒 360-0825 Tsukimi cho 2-1-1, Kumagaya city, Saitama
TEL: 048-521-2161 FAX: 048-521-2764

http://www.chichicon.co.jp/

Test method

Amount of absorbed water (g)

SALES SHOP

Factory

Type

Construction area per
bag m² / bag

Chichibu V1 Bond (exclusive primer)
dilution amount
Packing Water
(4 x dilution)
Kg / can
L / can

After
construction

