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パンフレット No.002 
2016年 09月末日改定 2018年 09月末日改定 

2020年 6月末 2020年 9月末増補 

パンフレット名 マグ造形材(製品名:マグミックス) 

マグ造形材(マグ 

ミックス)とは 

▼「マグエン」と各種の自然素材とが複合した粉状材 

▼マグエンの特長をそのまま反映した多目的多機能造形材 

▼水と混ぜるとスラリーに、そして自然硬化して水硬体 

▼塗り壁も、平面造形も、立体造形も 

キーポイント 

○多目的・多機能 

○力強い、軽い 

○造作作業の柔軟な対応 
・加水によるスラリーは硬練りから高流動までの広範囲の流動性を実現) 

・速乾と薄厚の造形も可(多様な流しこみの造形技術に対応) 

〇美・力学・健康・環境の４つを同時に実現 
・力学的強さと不燃・耐火性を有し、抗菌抗カビ機能そして吸水機能を有する 

・熱処理でなく、水硬化でものづくり。環境負荷が少ない造形材 

○安らぐ・和む・爽やかな建築空間などをつくる 
・多くの無機素材や自然素材などと混合、それらの素材の個々の特性がそのまま発揮できる材料。 

・パネル、塗壁等あるいは美的花器などの造形を創出 

多目的 

多機能 

[多目的] 多くの目的に利用 

①塗壁や塗床などの造作：スラリーを壁や床等に塗る 

②パネル、ブリック、ポットや花器アートなインテリア器あるいはエクステリア器 

(ポット、テーブル等)の造形：スラリーを型枠に流し込む 

③工芸への誘い、壁画や絵画の絵具として 

[多機能] マグエンの機能(働き)をそのまま固有するとともに、プラスする 

▼シックハウス症候群・化学物質過敏症(※１) に対応 

▼優れた吸水機能(※１) 

▼優れた抗菌抗カビ機能(※１) 

▼不燃・耐火機能(※１) 

広がる創造 
自然材料の造形体でなくなりますが、・・・・・例えば、 

各種の樹脂とコラボして、第３の質感を持つ造形体を創造(※１) 

力強い[力学的性質] ※2 

○極めて大きい強度 

〇卓越した付着・接着の特性： 
・接着に優れ、タイルや壁飾りなどを

容易に挟持 

・多くの種類の下地に強力に接着  

[物理的性質] ※2 
○軽い コンクリート等

よりかなりの軽量 
〇高い吸水性 

〇木と同じような比熱

と熱伝導率 

[化学的性質] ※2 
〇カビや菌が生息し

にくい (pH と塩

分のダブル効果) 

[その他性質] ※2 
○耐火性を有する(実

験的に確認) 

健康 

機能 
マグエンと同様です(※１) 

多様な 

造形作業 

○マグ造形材に水を混ぜて生じるスラリーは、低流動～高流動に及ぶ幅広いレベルで固形する

ので、多様な造形方法が実現 (※１) 

○流し込み後、半日程度で硬化(平面および立体造形の製作の場合１日後には脱型可能) (※１) 

関連特許 
①タイルパネルおよびその製造方法 特許番号 第 61299441号 登録日：平成 29年 4月 21日  

②水硬化型粉状組成物及びその硬化物、並びに硬化物の形成方法 特許番号 第 6224679号 登録日：平成 29年 10月 13日) 

不燃材料認定 
天然石粉混入酸化マグネシウム板(厚さ 5mm以上)：性能評価(認定番号 NM-4566、日本建材試験センター) 

自立型で、基材の材料に関係しない。基材が木材であっても、マグ造形材を表装すれば不燃。 

ご用命 

〇マグ造形材は受注生産による販売です。法人様・個人様のいずれも対応させて頂いております。 

〇マグ造形材によるパネルなどの成形体は受注生産になります。この場合は、特に次のように企画と具体化が最初に加わりますの 

で、納入までに日数がかかります。  ご注文・あるいはお問合わせ→企画・具体化→確認→生産→納入 

窓口 

問合せ先 

合同会社 イワ建開発 本社  〒860-0073 熊本県熊本市西区島崎 5-35-4  代表社員 岩原昭次 

<携帯> 080-6440-4984 <Tel〉096-354-0223 <Fax〉096-354-0223  <E-mail>  iwakensyouji@beach.ocn.ne.jp 

イワ建開発事業所 〒862-0961 熊本県熊本市東区画図東１丁目 10-38  

<Tel> 096-200-3981  <Fax>  096-200-3984 

HP   www.iwk-k.co.jp/   <E-mail> iwaken@ray.ocn.ne.jp 

注)※１：パンフレット No.001「白色の粉状バインダー：マグエン 造形の基幹」を参照。 

※２:マグエンと同じです。パンフレット No.002-1「マグ造形材(マグミックス)に関する主な材料的性質」を参照 

http://www.iwk-k.co.jp/
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[ お願い ] 本パンフレットは次の３つのパンフレットと合わせてお読みください。 

〇マグエン：パンフレット No. 001  バインダー マグエン 

〇パンフレット No.002-1 マグ造形材(マグミックス)に関する主な材料的性質（マグエン自体も含む） 

○マグ造形材の材料：製品などパンフレット No.004 マグ造形材を構成する各種の材料 

 

[ 本パンフレットで使われる主な用語の説明 ] 

①マグエン：主に海水由来のマグネシウム無機塩で構成。白色の程度が極めて高い粉体状のバインダー(結合

材)。「マグエン」は弊社の、商標登録した製品名です。 

 マグエンは水と混ぜてスラリーにして自然硬化させると、高強度を発現し、また、優れた付着・接着等を

有する固形体となります。マグエンはこれ自体で、カビなどの菌の増殖を抑える、あるいは発生させない

機能を固有しています。吸水性に大変優れていて、室内の湿り気を低減します。 

②マグ造形材(製品名：マグミックス)：マグエンと主に自然素材とによる粉状の複合材料。下記③の構成素

材そのもの、あるいは２つ以上を混合・攪拌して得た造形材。マグ造形材は、マグエン自体の特長と、複

合した材料の色合いや物理的特長をそのまま引出した粉状材です。マグエンの多目的・多機能を保持しつ

つ、同時に複合した材料の特性も合わせ持ちます。 

③マグ造形用の構成素材：マグ造形材に用いる素材。主に九州阿蘇・天草地域とその近隣で採取した自然素

材。マグ造形用素材には石粒粉と木質チップスの２種類があります。竹炭もあります。この他に日本では

産出できない色、ブルーを呈する素材として世界最高品質の無機顔料ウルトラマリンブルーと国内産の無

機顔料グリーンがあります。 

④マグ環健型造形材(製品名：マグシェル)： 

更に、マグエンあるいはマグ造形材に粉状にしたかきがらを混合して、スラリー化し、水硬化した造形

体(パネルや塗壁など)は、表面の出来栄えがほっとした温もりやなごみを醸し出す(個人的な感覚ですが)

だけでなく、臭いあるいは有害物質を吸着して低減させます。イワ建開発では、マグエンにこの粉状のか

きがらを混ぜた造形材を、特に、マグ環健型造形材と呼ぶことにしました(製品名：マグシェル)。かきが

ら、更には木質チップスあるいはコーヒーカスなどの、臭いを吸着する材料とコラボしたマグシェルは、

マグエンの固有の機能を固有するとともに、保健(健康を保全)する機能がプラスします。 

マグシェルによって、温もりがあって、快適で、保健な建築空間あるいはインテリア器材などをつくる

ことができます。 

⑤マグ造形体：マグ造形材を水硬化することによって得られる成型品。マグ造形体にはマグ塗壁、マグパネ

ル、ブロックあるいはインテリア器材などがあります。 

⑥マグ塗壁：マグ造形材を水に加えてスラリーにして、壁にコテ等で塗付けて自然硬化をさせて得た塗壁。

マグ塗壁は仕上壁です。 

⑦マグパネル：マグ造形材に水を混ぜてスラリーにして、それを型枠に流し込んで水硬化をさせて得た成型

品。マグパネルは、型枠がご用意できれば、マグ造形材を購入されたお客様は容易に、造作することがで

きます。特にご要望があれば、弊社に特注することもできます。 

⑧絵具：顔料は色素を持った粉。バインダーと顔料とを混ぜた粉状の絵具は水硬化することによって画面に

付着させます。弊社では、バインダーにマグエンを用いた白、黒、真紅、青および緑の５色の粉状絵具を

用意しています。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

[マグ造形材(マグミックス)とマグ造形体について ] 

弊社ではマグエンと、これと自然材料などと複合したマグ造形材(マグミックス)を中心に提供し

ています。 

マグミックスは、マグエン自体の特長と、この特長によってコラボする材料の色合いや物理的特

長を合わせ持ち、その特長・特徴をそのまま引出した粉状材です。 

マグミックスは弊社の特許による製品です。同じようなあるいは類似の製品は、国内外ともに今

のところないようです。 

また厚さ5mm以上の水硬体(マグパネルやマグ塗壁等)は不燃材料の認定評価(認定番号NM-4566、

日本建材試験センター、材料自体の不燃なので、基材、部位や場所に関係なく適用可)を得ていま

す。自立型で、基材の材質に関係なく、マグ造形材の厚さが5mm以上であれば、例えば、基材が木

質材であっても不燃になります。 

 マグ造形材は、マグエンとこれを構成する素材の物理的特性(圧縮強度、曲げ強度および接着強

度が大きいことなど)から、水硬化すると、次のようなマグ造形体になります。 
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ⅰ スラリーを壁等に塗ると、塗壁など(マグ塗壁) 

ⅱ スラリーを平板状型枠に流し込むと、パネルやブリックなど(マグパネル) 

ⅲ スラリーを立体状型枠に流し込むと、プランターや花器など(マグ器) 

ⅳ スラリーを美術・工芸の絵具にすると壁画や絵画など(マグ絵) 

即ち、マグミックスは、一材料で四役を演じます。このように、非常に幅広い対象に適用できる

材料は今まで多分なかったと思います。マグミックスはこれを実現しました。 

マグミックスを構成する材料は、主として九州阿蘇天草地域とその周辺で採取された自然材料

(石粉、木質チップス)に特化しています。その他に、彩りを豊かにするために、最高級品質の竹炭、

スペイン産のウルトラマリンブルーおよびグリーンの無機顔料も合わせて用いています。 

 

[マグ環健型造形材(略して、マグシェル)について] 

前出、用語の説明「①マグエン」や「③マグ環健型造形材(略して、マグシェル)」で述べました

が、マグエンは、弱アルカリと塩分含有という２点の両方を有しているので、経年に関係なく pH

と浸透圧の効果でカビなどの菌の増殖を強力に抑える、あるいは発生させない機能をもっています。

また、吸水性に大変優れています(室内の湿り気を低減する)。このことによって、例えば、塗り壁

やパネルでつつまれた建築空間は自然な雰囲気を醸し出すだけでなく、やすらぎ・快適も感じさせ

てくれます。 

マグエンには、こてむらなどを極力生じさせないようにするため、ある量のかきがらやゼオライ

トを必要に応じて添加しています。この２つは脱臭の効果があることが知られています。マグエン

にかきがらやゼオライトを添加する目的は脱臭ではないので、マグエンおよびマグ造形材について

は、この２つの添加による脱臭効果については強調していません。 

このマグエンに多量に小破片状にしたかきがらなどを混合したものがマグシェルです。マグシェ

ルは、これ自身で、臭いなどを吸着する効果を持ちます。木質チップスあるいはコーヒーカスなど

の材料を更に加えると、マグシェルの健康を保全する機能の他に、更にこれら材料の特性が加わり

ます。 

なお、マグシェルは多孔質の板材のため、吸音の機能ももっています。反響音を軽減する可能性

を有しています。 

本パンフレットでは、マグ造形材を用いて作ることができる各種の造形体(マグパネル・マグ塗

壁・そしてマグアート)について紹介します。 

 マグシェルについては、改めて、別のパンフレットで紹介します。 

 

 

 

 

[ キャッチコピー ] 

 
*************************************************************************************** 
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1  和の色と、マグエン・マグ造形体 

１－１ 和の色 

 日本文化の１つに、四季の移ろいを色の美で見出し、洗練し、それを暮らしや文化の中で具現化

した様々な和の伝統色があります。和の伝統色は、自然が創りだす繊細な色を自然な材料から見出

し写実し、そして、その色とその色が織りなす世界に魅せられた日本人が培ってきて、大成したも

のです。現在にまで、その色の世界は多くの絵画、染織物、陶芸、詩歌、文学として、生活や文化

の中に持続しています。そして、これからも続いていきます。古くは、例えば、奈良・平安の文化

が産み出した装束の配色美、鎌倉から江戸期に形成され、大成されていく極彩色に満ち、きらびや

かな彩、山紫水明との調和を求めた閑寂な風流、そして、侘び・寂びの世界などなど。 

歴史の流れの中で洗練され、育まれてきた和の色は、名前も美しく風雅です。 

 “粋な”は江戸時代に江戸町民が時の政権に内的に抵抗し大成した文化の形容といわれています。 

ひとの視覚(外観)的・精神的・心理的態様を琴線で奏でる時の形容と思っています。日本人が身に 

 

 

着けてきた服飾の色、特に奈良・平安から江戸に至る着物などの「色」は完成・洗練された和の伝

統の色、ひとの琴線を奏でる色といっても過言ではありません。 

イワ建開発では、マグエンと、主に自然素材とからなるマグ造形材を用いて、人々が住まい、集

う建築空間を彩る壁を和の色の美で演出することを探求してきました。 

そして、はじめに粋な塗壁や潤な塗壁に用いる材料に辿りつきました。更に粋な塗壁や潤な塗壁

を深化することによって、塗壁の枠を超えて、パネルやブリックへの造形材、更には壁画などに関

する絵画に用いる絵具として用いることができる造形材に深化しました。 

 

 

写真 1 宇佐神宮の秋 

 

写真 2 富貴寺の秋 
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１－２ マグ造形材(マグミックス)とマグ造形体 

マグエンは、主に海水由来のマグネシウム無機塩で構成。白色の程度が極めて高い粉体状のバイ

ンダー(結合材)です。このマグエンと主に自然素材とを複合した粉状の混合材料がマグ造形材(マ

グミックス)です。マグ造形材は、水を加えてスラリーにして硬化させるとマグ造形体になります。 

マグエンは化学のり、化学繊維のすさ及びポルトランドセメントなどの、人に害を与える有害な

人工材料を含んでいません。したがって、マグ造形材も同様です。 

マグ造形材は、スラリーにすることによって下記のような各種の造形をすることができます。 

ⅰ スラリーを壁や天井等に塗ると、塗壁や塗天井など(マグ塗壁) 

ⅱ スラリーを型枠に流し込むと、パネルやブリックなど(マグパネル) 

ⅲ スラリーを成形すると、プランターや花器など(マグ器) 

ⅳ スラリーを美術・工芸の絵具にすると壁画や絵画など(マグ絵) 

マグ造形材は、いわば、多くの用途に適合する多目的造形材で、一材料四役を演じます。 

 

１－３ マグ造形材は、建築空間をつくる壁などを、琴線を奏でる彩りで実現 

 マグ造形材は、建築空間をつくる壁など(パネル壁、ブリック壁、塗床など)を琴線を奏でる彩り

(主観的な表現ですが)で実現します。 

そして、配合や製作方法などを工夫することによって、マグ造形

体は、複合した材料の魅力をそのまま醸し出す雰囲気で表現、ある

いは、マグエン自体がもつ白色を強調した、深みあるいは質感のあ

る光沢あるいは艶などで彩りを表現します。 

弊社では、色々な色の石粉などを有しています。これらは、これ

を組み合わせることによっていろいろな色を創出することができま

す。ご希望の色がありましたならば調合して作り出すことが可能で

す。お問い合わせ「こんな色が可能か」を是非お願い申し上げます。 

以下に、２つの例をあげます。 

[例１]仕上げ面を木質チップなどとでコラボした塗壁やパネルをつ

くる場合、その素材の質感をそのままデザインすることができます

(写真３)。 

[例２]パネルを造作する場合、仕上げ面に面する型枠部分にエンボ

ス処理のアクリル板材を用いると、仕上げ面は梨地調の面が得られ

ます(写真４)。 

１―４ マグ造形材による工芸への 誘
いざな

い 

マグ造形材でつくられた壁あるいは、その壁がある建築空間には、

マグ造形材でつくられた工芸品が似合います。 

マグ造形材は、スラリー化すると、強固な接着力や粘りをもちま

す。マグ造形材の構成素材の多くは自然素材の岩絵具の材料にもな

るもので、日本画用、あるいは版画用などの絵具としても、そのま

ま利用できます(写真５)。 

更に、マグ造形体は曲げ強度等がコンクリートなどに比して極め

て高いことが特長の 1つです。 

 

写真３ 塗壁：白すずめ 

(白雲＋杉表皮) 

 

写真４ 表面をエンボレス

にした型枠によるパネルの

表面、千草色) 
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写真５ 各種絵画 

これにより、型枠があれば、植木鉢や壺などの色々な形の立体的容器を薄肉厚で容易につくること

ができます(写真６)。例えば植木鉢でしたら、軽量で、保水性や吸水性に大変優れた容器となりま

す(水抜き用の穴は必要ありません。インテリア用の鑑賞鉢として、最適です)。 

 

２ 琴線を奏でる壁とマグ造形材とマグ造形体 

イワ建開発では、人々が住まう、あるいは集う建築空間を彩るマグ造形体を、自然素材を用い、

琴線を奏でる彩りで提案します。マグ造形体にはパネル壁や塗壁などがあります。ここでは、この

ようなパネル壁や塗壁などを、琴線を奏でる壁と呼ぶことにします。 

イワ建開発では、琴線を奏でる壁とは次の①～③のいずれかを感じさせるような雰囲気がある壁

と位置付けています。 

[ 琴線を奏でる壁 ] 

①思わず触ってみたくなるあるいは近づいてみたくなるような壁 

②白色を含む自然色による彩りを装う壁 

  ③潤い、和み、癒し、そして安らぎを感じる壁 

そして、①と②を合わせ持つ壁を粋なマグ壁、この壁をつくる造形材を粋なマグ造形材と呼んで

います。同時に、潤なマグ壁も合わせて提案します。“潤な”はひとに和み、癒しあるいは安らぎを

保持する形容と考えています。潤なマグ壁は上記①、②及び③を合わせ持つ壁です。この壁をつく 

 

  

写真６ 室内観賞用植木鉢 
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る造形材を潤なマグ造形材と呼ぶことにします。潤なマグ壁は、粋なマグ壁に木質素材などを添え

ることで「潤い、和み、癒し、そして安らぎ」を感じて頂きます(写真３)。 

マグエン、粋なマグ造形材および潤なマグ造形材の関係を図１に示します。 

マグ造形材に用いる素材は主に九州阿蘇・天草地域とその近隣で採取した自然素材です。そして、

その自然素材には石粒粉、木質チップスの２種類を用意しています。また、この他に、彩りを豊か

にするために最高級品質の竹炭と、日本では産出できない色、ブルーを呈する素材として世界最高

品質のスペイン産の無機顔料ウルトラマリンブルーと国内産無機顔料グリーンを合わせて用いて

います。そして、これら材料を複数個組み合わせて混合させることによって、より繊細で微妙な色

合い、和の色を生み出すことができます。 

マグエンは pH が１０程度です。マグエンは、これ自体でカビなどの

菌の増殖を抑える、あるいは発生させない機能を有しています(パンフ

レット「No.001：バインダー：マグエン」参照)。更に塩分の含有が非

常に大きく、pHが経年的に劣化しても殺菌効果を保持できます。 

また、室内の湿り気を低減する効果もあります。そして、この効果を

更に増幅させるために、小破片状にしたかきがら(写真７)を混合したマ

グ環健型造形材(略称：マグシェル)も提案しています。この造形材をス

ラリー化し、水硬化した造形体(パネルや塗壁など)の出来栄えは、視覚

的にほっとした温もりやなごみを醸し出してくれます(個人的な感覚で

[真紅土] 

あでやかな茜色 

[木チップ] 

消臭性・吸着

性の付与、パネ

ルの超軽量化

や木チップ輪

郭模様の演出 

[すずめ] 

消臭性・吸着性

の付与、パネルの

超軽量化やすずめ

模様の演出 

図１ マグエンと自然素材のコラボによる造形材 

[潤な空間]潤な造形材 

[天草黄石細目] 

表面を粋にする 

[粋な空間] 

粋な造形材 

[マグエン] 
  基幹材料 

 

写真７  かきがら粉

(吸着性の付与、パネル

の超軽量化) 
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すが)。マグシェル造形材による塗壁やパネルなどはこれ自体で臭いを吸着して、室内の臭いを除

く効果があります。更に、木質チップス、かきがらあるいはコーヒーカスなどの、臭いを吸着する

材料を加えることにより、より一層の速さで不快な臭いを消し、そして健やかさを保全します。マ

グシェルは、別のパンフレットで紹介します。 

イワ建開発ではマグエン自体と、これを用いた造形体の特徴とから、表１に掲載するように、マ

グ造形材を、情緒的に次の３つに区分しています。 

〇粋なマグ造形材  〇潤なマグ造形材  〇マグシェル 

マグ造形材の利用形態は表１のように分けられます。 

 また、マグ造形体の出来栄えから見たマグ造形材の区分は表２のようになります。 

 

表１ マグ造形材の利用形態 

   利用形態(マグ造形体(注 1)の区分) 備考 

マグ 

造形材 

〇マグ 

造形材 

粋なマグ造形材 ・パネルやブリックなどの成形体(マグパネル) 

・塗壁や塗天井など(マグ塗壁) 

・絵具 

・インテリア製品(壺類などの各種マグ造形体) 

・吸水。脱臭などの機能製品 

・その他 

利用形態は

水量等を調

整すること

によって得

られます。 

潤なマグ造形材 

〇マグシェル (マグ造形材の

うち、特に快適な環境や保健

を指向したもの) 

(注1) マグ造形体：マグ造形材を水硬化することによって得られる成型品。マグ造形体にはマグ塗壁(注2)、マグパネル(注3)およびブ

ロックなどがあります。基本的にはマグ造形体はマグ造形材を購入される方々が造作や製造を行います。ご要望があれば、弊社

に特注することもできます。 

(注2) マグ塗壁：マグ造形体の１つ。マグ造形材を水に加えてスラリーにして、壁にコテ等で塗付けて自然硬化をさせて得た塗壁。マ

グ塗壁は仕上壁です。 

(注3) マグパネル：マグ造形体の１つ。マグ造形材に水を混ぜてスラリーにして、それを型枠に流し込んで硬化をさせて得た成型品。 

  

 

３ マグ造形材 

自然あるいは人工のものにこだわらずに色々な顔料などを用いれば、ありとあらゆる色の造形材

をつくることができます。この造形材を水に加えてスラリーにして固化すると、「自然の色を指向

した和の伝統色」などで彩りした造形体を形成することができます。 

イワ建開発が提案するマグ造形材と、これを用いた塗壁あるいはパネルの表面の出来栄えを表３

-1、２および３に一覧します。 

なお、同一のマグ造形材からパネル(ブリックなども含む)や塗壁などの造形体は、単に加える水

量を違えることによって得ることができ、また絵具などにも利用できます。そして、色の濃淡の調

整もある程度の水量の調整で可能です。 

表２ マグ造形体の仕上げ面の姿から見たマグ造形材の区分 

区分 マグ造形体の仕上げ面の姿 備考 

粋なマグ

造形材 

①人の琴線に触れるような雰囲気。思わず触ってみたくな

る、あるいは近づいてみたくなる。 

②自然色による白色あるいは他の色による彩り 

③艶やかで、しっとり感のある壁 

マグエン自体で吸水に対し

て大変優れている 

 

潤なマグ

造形材 

粋な雰囲気に更に潤い、和み、癒し、そして安らぎにつつ

まれた雰囲気を添える。 

①思わず触ってみたくなるような、しっとりとした潤い 

②和み、癒しあるいは安らぎがある雰囲気 

③健やかさなどのある安心感 

木質素材などを使用し、「潤

い、和み、癒し、安らぎ」

の雰囲気を醸し出し、かつ、

「健やかさなど」を有して

いる。 

(注) コラボする素材は、「製品などパンフレット No.004 マグ造形材を構成する各種の材料製品など」をご参照ください。 
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表３-１ マグ造形材の種類とマグ塗壁あるいはパネルの一覧(その１) 

製品番号 

 

マグ造形材 

の種類 

(注 1) 

得られるマグ塗壁あるいはパネル 

(標準型、日本の和の色に特化した塗壁など) 

備考 

塗壁 

あるいは 

パネルの名称 

仕上げ面の姿 

(写真) 

名称の由来など 

(色名の由来) 

白シリーズ 

深雪 

(みゆき)  

深雪 

 

深雪とは深く積もった雪のこと。熊

本小国山里で、深く積もった雪が締

固まった雪原の雪面をイメージ。日

本の冬の原風景の１つ。 

 

 白雲 

(しらくも) 

白雲 

 

大空に浮かぶ清らかで爽やかな白雲

のイメージ。 

 

 小麦 

 

小麦 

 

 

小麦は天草陶石から採取できる石

粉。表面がほんの少し、ビール色。 

 

 

 朝倉 

 

朝倉 

 

朝倉は福岡・朝倉で採取した少し黄

色身がかった石粉。 

イワ建開発が見出した石粉。 

 

赤シリーズ 

茜 

(あかね) 

 ※ 

茜 

 

茜は山野に自生する多年生のつる草

で、根は橙色のような明るい赤色。

茜空は茜色に染まる雲や夕焼けの

色、秋を感じさせる。真紅石粉でつ

くる。イワ建開発が見出した石粉。 

 

(注1) ※は、以下のいずれかの文献から命名した。 

(文献1) 日本の伝統色、企画・編集：濱田信義、発行元：(株)バイ インターナショナル、2016年3月 

(文献2) 日本の色辞典、吉岡幸雄著、発行元：紫紅社(株)、2008年7月 

(注2) 掲載の画像は実際の色調と異なる場合があります。実際の色調は、打ち合わせの段階等で、ご確認をください。 

 

弊社では、これらの表にない色合いの造形材についても、特注としてつくることが可能です。ま

た、パネルやブリックなどの成形品についても、弊社でしかつくり得ないもののみ、特注として承

っています。 

 マグ造形材を塗壁として用いる場合は、一度、仕上げた後

に容易に重ね塗りができます(写真８)。これを応用すると、

塗壁で簡単に市松模様などを簡単に描くことができます。ま

た、仕上げ面に自由なデザインで壁画としても描くことがで

きます。 

重ね塗りはリフォームなどにも応用できます。これについ

ては後述(６－４節)します。 

 

写真８ 重ね塗りの例 
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表３-２ マグ造形材の種類とマグ塗壁あるいはパネルの一覧(その２) 

製品番号 マグ塗り材

の種類 

得られるマグ塗壁あるいはパネル 

(標準型、日本の和の色に特化した塗壁など)  

備考 

塗壁 

あるいはパネ

ルの名称 

仕上げ面の姿 

(標準) 

名称の由来など 

(色名の由来) 

MIMW01 

ねずみシリーズ 

 

利休鼠 

(利休ねずみ

あるいは利

休ねず) 

※ 

 

利休ねずみ 

 

利休鼠は、緑がかったあるいは青緑が

かった灰色。江戸時代後期に流行した

色「四十八茶百鼠の１つ」。侘びた茶の

色に灰色が加わった粋な色。「粋」は江

戸町民が江戸幕府の禁制に対して生ま

れた美意識といわれます。 

 

MIMW02 

ねずみシリーズ 

 

銀ねずみ 

※ 

銀ねずみ 

 

銀色っぽい灰色 〇銀ねずみの種々

の色調は調整する

ことができます。お

問い合わせくださ

い。 

MIBS01 

青シリーズ 

岩瑠璃 

(いわるり) 

岩瑠璃 

 

岩瑠璃は清水が流れて濡れている時の

明るい瑠璃色の岩肌をイメージ。 

〇岩瑠璃の種々の

色調は調整するこ

とができます。お問

い合わせください。 

 

MIGS01 

緑シリーズ 

みどり みどり 

 

 〇みどりの種々の

色調は調整するこ

とができます。お問

い合わせください。 

 

MIGS02 

緑シリーズ 

黄緑 

(きみどり)  

黄緑 

 

 〇黄緑の種々の色

調は調整ができま

す。お問い合わせく

ださい。 

MIVS01 

特シリーズ 

(注2) 

 

亜麻色 

 

亜麻色 

 

亜麻色については色々な人がそのイメ

ージを語っています。多くは、金色を

帯びた薄茶で、黄褐色をイメージして

いるようです。この色名は明治以後に

使われだしたものです。粋な色ではな

いですが、好きな色です。 

〇亜麻色の種々の

色調は調整ができ

ます。お問い合わせ

ください。 

 (注 1)※は、以下のいずれかの文献から命名した。 

(文献1) 日本の伝統色、企画・編集：濱田信義、発行元：(株)バイ インターナショナル、2016年3月 

(文献2) 日本の色辞典、吉岡幸雄著、発行元：紫紅社(株)、2008年7月 

(注2)特シリーズの「特」は、特別な色という意味です。 

 

 

４ マグ造形材で造作できるもの 

「１－２ マグ造形材とマグ造形体」で述べたように、マグ造形材で各種の造形体を形作ること

ができます。再掲すると、マグ造形材は、スラリーにすることによって下記のような各種の造形が

できます。 

ⅰ スラリーを壁等に塗ると、塗壁など(マグ塗壁) 
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表３－３ マグ造形材の種類とマグ塗壁あるいはパネルの一覧(その３) 

製品番号 

(注2) 

マグ塗り材 

の種類 

得られるマグ塗壁あるいはパネル 

(標準型、日本の和の色に特化した塗壁など) 

備考 

塗壁 

あるいは 

パネルの名称 

仕上げ面の姿 

(標準) 

名称の由来など 

(色名の由来) 

木シリーズ 

すずめ 白すずめ 

 

白すずめ：すずめの頭は明るくて赤

黒い茶色。木質チップ「すずめ」は

このすずめの頭の色のイメージ。白

雲の下で、あたかもすずめが群れて

遊んで、舞っているように見える。 

〇仕上げ面は木チ

ップの散らし方よ

って、色々なデザイ

ンができます。 

 薄短冊 白薄短冊 

 

白木の短冊が見え隠れしている。白

雲の中に木の香りを感じる。 

 

 ほそ短冊 白ほそ短冊 

 

白雲の中に、細木がほのかに乱れて

散らばっている。 

 

 

ⅱ スラリーを平板状型枠に流し込むと、パネルやブリックなど(マグパネル) 

ⅲ スラリーを立体状型枠に流し込むと、プランターや花器など(マグ器) 

ⅳ スラリーを美術・工芸の絵具にすると壁画や絵画など(マグ絵) 

  

マグ造形材で造作できるものを対象で分けると、表４のようになります。 

 

５ 塗壁への利用 

５―１ マグ造形材の色むらに対する考え方 

一般に、自然材料を使用する塗壁やパネルの場合、材料、施工方法及び作業環境などの様々な原

因で、大なり小なり、色むらが起こります。色むらは、白色系の塗壁の場合には、ほとんどの場合

判別しにくい程度です。また、パステルカラー調(明確な色合いではなく、桜色などのような白色

が混ざったような淡い色のことをいいます)でもあまり顕著になることはないようです。しかし、

色が濃い自然材料を用いた場合、この色むらが顕著に現れることが多いようです。自然材料を用い

て、色々な色調の壁を造作したい場合は、この色むらに対して、何らかの考え方を持つ必要があり

ます。 

色むらとは、塗壁の場合、その表面に色の濃淡の異なる部分ができ、均一となっていない現象の

ことをいいます。あるいは、その部分のことをいいます。 

一般には色むらは「良くない現象」としてとらえられていますが、一方で、あえて意識的に程よ

い色むらを出させることで、塗壁やパネルなどに独特の風合いを求めることもあります。 

塗壁に用いる自然材料は、それ自体では色むらを調整する機能(例えば、色合いを均一にする分

散剤的な成分)や吸水率を面的に均一にする機能などを有していません。また、不純物あるいは有

機成分が多かれ少なかれ含まれています。これが原因で生じる色むらは自然材料による色むらと捉

えることができます。一方で、塗壁においては下地の吸水の程度や接着の程度あるいはその面の不

陸の程度などにも影響を受けるため、色むらは下地の処理、あるいは下塗を施した場合にはその下 
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表４ マグ造形材で造作できるもの(対象別) 

(1) 建築関係(塗壁、パネル、ブロック、その他) 

建築物 使用できる部位 表面保護剤などを塗布す

れば使用できる部位 

使用できない

部位 

〇戸建住宅 

〇アパート 

〇マンション 

〇オフィス施設 

〇商業施設 

〇宿泊施設 

〇医療施設 

〇福祉・厚生施設 

〇教育施設 〇その他 

〇寝室  〇居室 

〇台所  〇廊下 

〇玄関  〇便所 

〇洗面所 〇広間 

〇ロビー 〇客室 

〇集会室 〇教室 

〇保育室 〇会議室 

〇病室  〇その他 

〇水回り(水を頻繁に使用

する場所) 

〇床 

〇庇下などの、あまり雨を

受けない外壁 

〇外構 

〇その他 

〇浴室 

〇天井 

〇雨などを頻

繁に受ける

外壁 

〇その他 

(1-1)機能性：建築物においてマグ造形材は機能性材料となります。マグ造形材がもつ機能性の特長・

特徴は次の通りです。 

①軽量 ②傷が付き難い(高強度) ③pHが弱アルカリ ④高い吸水率 ⑤保水性に優れる ⑥臭いを

吸着 ⑦抗菌・抗カビ ⑧シックハウス症候群にならない、アレルギーに反応しない ⑨その他 

(1-2)不燃・耐火 

①厚さ 5mm以上の塗壁やパネルなどについては下地の種別に関係なく、不燃材としての認定を受けて

います(認定番号 NM-4566、日本建材試験センター)。 

②厚さ 5mm未満の塗壁については不燃材としての性能評価の認定はまだ得ていません(申請していま

せん。近く申請する予定です)。 

③実験室レベルでは、加熱温度 1100℃以上に対して、耐火性があることを確認しています。 

(2) 器・テーブル関係    

〇インテリア用プランター 〇花器 〇大中小の容器 〇その他 

〇エクステリアなどの大中小の各種器材(テーブルなど) 

(3)その他    

(補足) パネルなどの成形体への利用 

パネル、ブリック、うつわなどの製造にあたってはあらかじめ型枠を用意します。その際、該製品の仕上げ面は、これ

に接する型枠の仕上げ面を工夫することによって、光沢や艶などを帯びさせることができます(このあたりのことについ

ては、弊社までお問い合わせください)。 

 

表５ 塗壁の色むらの起因 

〇自然材料による 

色むら 

自然材料に含まれる有機成分あるいは不純物に起因。これによる色むらを除去す

るためには、一般に、自然由来以外の化学剤を加える必要があり。 

〇人為的行為による

色むら 

下地の吸水の程度や接着の程度あるいはその面の不陸の程度など、また、温度、

湿度あるいは風などの作業環境の影響などに起因 

 

塗りなどの出来・不出来にも大きく影響します。更に、温度

、湿度あるいは風などの作業環境の影響を大きく受けます。こ

れによって生じる色むらは人為的行為による色むらと捉える

ことができます。 

即ち、塗壁に生じる色むらは、起因で分けると、表５のよう

になります。 

弊社では提案するマグ造形材は主に自然材料からつくられ

ています。そして、自然材料の最大の難物である「塗壁の色むら」は、可能の限り低減しています 

(写真８)。 

弊社では、自然材料による色むらを否定していません。この色むらは、場合によっては、自然の

 
写真 8 塗壁岩瑠璃の出来栄え 
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趣を醸し出してくれます。弊社では、マグ造形剤を塗り壁に適用する場合には、「自然材料による

色むらを制御(コントロール)する」という考えで臨んでいます。一方、人為的行為による色むらも

極力生じさせないようにしています。 

 

５－２ 保健的な機能性塗壁として 

マグ造形材はマグエンと主に自然素材とでコラボした粉状の複合材料です。この結合材であるマ

グエンは、これ自体で、シックハウス症候群を引き起こす成分を全く含有していないこと、および

化学物質過敏症にも適用でき、更に、カビなどの菌の増殖を抑える、あるいは発生させない保健的

機能を固有しています。したがって、マグ造形材もその保健的機能をそのまま保有しています。マ

グ造形材が持つ、保健的機能については、パンフレット「パンフレット No.001 白色の粉状バイ

ンダー：マグエン 造形の基幹」および「パンフレット No.002-1 マグ造形材(マグミックス)に

関する主な材料的性質 （マグエン自体も含む）」を参照ください。 

なお、マグ造形材は弊社で開発したユニークな塗り材で、その材料構成の隅々まで知り尽くして

います。化学物質過敏症などの方も、構成成分を調整することによって、快適な住まいができるよ

うにすることが可能です。具体的には、体感テストをして頂くことで、可否が判断できます。アレ

ルギー症の方などは、気軽にご相談ください。 

 

５－３ マグ塗壁の層構成と施工手順 

 マグ造形材で塗った塗壁をマグ塗壁と称しています。マグ塗壁は次のような層構成になります。 

 一般に、新規のマグ塗壁をつくる場合、マグ造形材は次のような層構成になります。 

 

 マグ塗壁の層構成  ：  下地  ＋  シーラー   ＋  上塗り  (通常、下塗は不要) 

 

図２ マグ塗壁の層構成 

 

マグ塗壁の造作は図２のような流れになります。 

  

 １ 下地  ⇒ ２ パテ埋め  ⇒ ３ シーラー  ⇒ ４ 仕上げ層  

 

図３ マグ塗壁の造作の流れ 

 

各構成部位あるいは材料は、以下の通りです。 

 １ 下地 ：適用できる下地 

・石膏ブラスターボード ・木板(合板などを含む) ・コンクリー、モルタル、 

・モルタルブロック類  ・各種の壁紙(但し、付着力の確認が必要です)  

・その他(但し、付着力の確認が必要です) 

２ パテ埋め ：石膏ブラスターボード等の繋ぎ目には、必ず、パテ埋めを行います。パテの

材料は、マグエンで混練したスラリーを使用します(市販のパテも使用でき

ます)。同時に、メッシュも敷きます。 

３ シーラー ： 壁全面にシーラーを２回塗り付けます。推奨するシーラーは、弊社の純正

品「マグ表面保護剤接着Ⅳ型」(パンフレット No.020マグ表面保護剤)をご

使用ください。 

４ 仕上げ層 ：マグ造形材でこて塗りなどをします。 



14 

 

５－３－１ 下地について 

 塗壁はあるものの上に塗材(スラリー化したもの)を塗って造作するものですが、そのあるものを

建築分野では「下地」と呼んでいます。塗り付けるものがあれば、それらは全て下地と呼んでいま

す。建築工事関係ではブラスターボードやコンクリート壁が代表的です。 

 下地には、吸水が大きいものあるいは接着性が劣るもの等、色々な材料的性質を持っています。

そのため、塗壁などを造作する場合、良好な壁をつくるために、下地の上に何らかの処理をする必

要があります。この処理に用いる材料をシーラーといいます。シーラーは下地とその上に塗る塗材

との接着を良くし、浮きや剥がれなどを防止するための役割などがあります。 また、壁の表面に

色むらやアクなどによる染みが浮き出てこないようにする役割ももつことが必要です。 

 適用できる下地は下記の通りです。 

[ 適用できる下地 ]  

・石膏ブラスターボード類 

・木板(合板などを含む) 

・コンクリート壁、ラスモルタル 

・モルタルブロック類 

・大理石壁(但し、付着力の確認が必要です) 

・各種の壁紙(但し、付着力の確認が必要です) 

・その他(但し、付着力の確認が必要です) 

５－３－２ パテについて 

 塗りを行う際に、下地に凹凸がある場合はこの凹凸をなくし平滑にします。この平滑にする材料

をパテと呼んでいます。特に、石膏ブラスターボードの上に塗る場合は、そのボード面間に、ボー

ドをつなぐことによる凹凸のある繋ぎ目が生じます。このつなぎ目をパテを用いて平滑にします。

このパテ材として、塗りに用いるマグ造形材あるいはマグエンで固練したスラリーを使用します。

大抵の場合、市販のパテを必要としません。 

５－３－３ シーラー  

下塗り材は吸水率の調整をしないと、色むらや、更にはシミなどの原因となります。それゆえ、

イワ建開発で提案するマグ造形材は吸水率の高い材料ですので、水の出入りがある下塗り材は用い

ません。 

その代わり、必ず、石膏ボードなどの下地の上には、シーラー処理を行います。シーラーは、弊

社の純正品「マグ表面保護剤接着Ⅳ型」(パンフレット No.020マグ表面保護剤)を使用してくださ

い。これを塗ることによって、素晴らしい仕上げ面になると考えています。なお、シーラーは刷毛

塗りとし、最低２回行います。特に、リフォームをする場合には、アクや染み出の状況に応じてマ

グ造形材を２回以上塗することが必要です。 

５－３－４ 下塗りは不要 

シーラーに弊社の純正品「マグ表面保護剤接着Ⅳ型」(パンフレット No.020 マグ表面保護剤)

を使用するので、下塗りや中塗りをする必要がありません。 

即ち、マグ造形材は、塗壁に適用する場合、基本的に下地の上にシーラー処理をした後、仕上げ

材として塗るだけです。 

５－３－５ 仕上げ層の施工 

通常の塗り壁材と異なり、下地の上に下塗りをしない層構成としています。そのため、ＤＩＹで

も容易に塗り施工ができます。そして、このことにより、塗り施工の材工 (材料費＋塗り工事)コ
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ストがかなり低くなります。 

仕上げの施工方法には、こて塗りを主としますが、そのほかに、スポンジ塗り、ローラー仕上げ

およびハケ引きなどがあります。 

 

 
こて塗り (ステンレスこてを使用) 

 
スポンジ塗り(家庭用スポンジで塗り付ける) 

 

写真１０ 塗り仕上げの方法の例 

 

５－３－６ 養生 

マグ塗壁の完成の目安は、施工時あるいは養生期間中の天候により、大凡次のようになります。 

 ○比較的安定している場合、５日～７日程度(表面乾燥は２日程度) 

 ○雨降りや湿気が著しい場合(湿度９０％以上)および気温が低い場合(温度おおよそ５℃程度以 

下)14日～21日程度(表面乾燥は３～５日程度) 

 

５－４ コスト 

マグ造形材による塗壁は、基本的に下地の上にシーラー処理をした後、マグ造形材を仕上げ材と

して塗ることによってつくることができます。したがって、下地材料や下地工賃の不要および工期

短縮などにより、塗り工事の費用は、通常の場合よりも格段に低くなります。 

 

５－５ 廃棄は殆どありません  

残りはアートなプランター、飾り板やインテリアブロックを作れます。塗壁の計画的な利用がで

きます。なお、助剤を利用すると、より一層のご利用ができます。助剤については、お問い合わせ

ください。 

 

５－6 塗壁への造作例 

 マグ塗り壁の実施例を写真１１に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

(1) 某建築会社の受付とロビー                      (2) 某居酒屋の壁 

写真１１ マグ塗り壁 
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６ マグ塗壁の応用  

 

６－１ マグ塗壁に各種の装飾 

マグ塗壁とコラボできるインテリア(注1)は、曲げ強度と付着

強度が高いため、基本的には、塗壁の上にほとんどの平面的な

装飾品などを貼り付けることができます。 

以下のものをあげることができます。 

・弊社のパネル 

・タイルなどの各種陶磁器製品(但し、付着力の確認が必要です) 

・各種のガラス製品類(但し、付着力の確認が必要です) 

・各種のプラスチック類(但し、付着力の確認が必要です) 

・各種の木製品類 

・乾燥押花など 

・その他(但し、マグエンあるいはマグ造形材に付着するかどうかの確認が必要です) 

  (注1)インテリア（interior）とは広義には、インテリアは室内を装飾する品物全般あるいは装飾された建築空

間室内を指します。多くは、室内の装飾性に特化された品物を指します。 

 

６－２ 工夫して、耐水用の、あるいは外装用の塗壁としても 

マグ造形材は撥水性、耐候性あるいは耐水性の向上などに対して、化学物質を何ら添加していま

せん。したがって、耐水材としての、あるいは外装材としてマグ造形材をマグパネルあるいはマグ

塗壁に利用する場合、それ相応の配慮が必要です。 

例えば、撥水性がありませんので、外壁などにおいては、雨が続き、湿気がひどすぎる雰囲気(

湿度９５％程度以上)が続くと、材料によっては壁に濡れ色が目立ち、結露状の水滴が付く場合が

でてきます(湿気がなくなっていくと、元の状態に戻りますが)。 

弊社では、マグ塗壁あるいはマグパネルを耐水を付与したい場合、次の表面保護剤などを塗布す

ることで対応しています。 

[ マグ表面保護剤撥水 ] 

①マグ表面保護剤撥水ⅠW型 

②マグ表面保護剤撥水ⅡS型 

詳しくは、パンフレット「No.020 マグ表面保護剤」をご参照ください。 

 

６－３ パネルなどの成形体への利用 

水にマグ造形材を加えてスラリーにして、これを型枠に流し込むとパネル、ブリック、うつわな

どが得られます。但し、パネル、ブリック、うつわなどの製造にあたってはあらかじめ型枠を用意

しておく必要があります。 

その際、該製品の仕上げ面は、これに接する型枠の仕上げ面を工夫することによって、光沢や艶

などを帯びさせることができます(このあたりのことについては、弊社までお問い合わせください)。 

なお、同一のマグ造形材からパネル(ブリックなども含む)や塗壁などの造形体は、単に加える水

量を違えることによって得ることができ、また絵具などにも利用できます。そして、色の濃淡の調

整もある程度の水量の調整で可能です。 

 

 

写真１２ 化粧ガラスタイル

貼塗壁 
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６－４ リフォームへの利用  

マグ造形材で得られる塗り壁等の施工的特長(こて塗りなどの場合)は、以下の通りです。 

したがって、リフォームは非常に簡単に実施できることです。 

 

 〇基本的にシーラ処理のみ。下塗りは不要。 

〇塗り材として使用するときは厚塗りも重ね塗りもできる 

 

具体的には、次のようになります。 

下地の上に、基本的にはシーラー処理を施します。各種壁紙に対しても、剥がすことなく、その

まま、弊社の「マグ表面保護剤接着Ⅳ型」でシーラー処理を施こし、その上に、マグ造形材で塗壁

を造作すれば、完成です(但し。ビニールクロスなどの場合、表面のコーティングの状態を確認し

、それに見合うシーラー処理が必要です)。壁紙の剥がしやその後処理などが必要なく、また、下

塗りをしません。工期短縮を実現するだけでなく、容易に施工することができます。そして、壁紙

の剥がし作業や下塗りがない分、材料と左官の手間が無くなり、工数が半減しますので、大幅なコ

スト低減ができます。 

 リフォームの実施例を写真１３に掲載します。 

 

 

キッチンとリビング 

 

出窓下式台(タイル仕上げ塗) 

写真１３ リフォーム 

 

 

６－５ マグ造形材を建築空間に用いる場合の用途と部位 

  

表６ マグ造形材の用途と部位 

(1) 建築関係    

建築物 使用できる部位 表面保護剤などを塗

布すれば使用できる

部位 

使用できない場所 

〇戸建住宅 

〇アパート 

〇マンション 

〇オフィス施設 

〇商業施設 

〇宿泊施設 

〇寝室  〇居室 

〇台所  〇廊下 

〇玄関  〇便所 

〇洗面所 〇広間 

〇ロビー 〇客室 

〇集会室 〇教室 

〇水回り(水を頻繁に

使用する場所) 

〇床 

〇庇下などの、あまり

雨を受けない外壁 

〇外構 

〇浴室 〇天井 

〇雨などを受ける

外壁 

〇その他 
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〇医療施設 

〇福祉・厚生施設 

〇教育施設 〇その他 

〇保育室 〇会議室 

〇病室  〇その他 

〇その他 

(機能性材料として)①軽量 ②傷が付き難い(高強度) ③pHが弱アルカリ ④高い吸水率 

⑤保水性に優れる ⑥臭いを吸着 ⑦シックハウス症候群にならない、アレルギーに反応し

ない ⑧吸音 ⑨その他 

(2) 器・テーブル関係    

〇インテリア用プランター 〇花器 〇大中小の容器 〇その他 

〇エクステリアなどの大中小の各種器材(テーブルなど) 

(3)不燃材・耐火材関係    

(4)その他    

 

７ 広がる創造－第３の質感を持つ造形体の創造 

積層ブロック造の円筒型納骨堂に使用された台

形型ブロックを写真１４に紹介します。マグエン、

陶石石粉及びかきがらを用いて製造されています。

設計事務所の依頼によって、弊社で開発されまし

た。 

マグエンは、固形材料だけでなく、液剤ともコ

ラボできます。当然のことながら、マグ造形材に

ついても、同様のことがいえます。 

 一つの例として、マグ造形材とプラスチック素

材の代表であるアクリル樹脂剤ともコラボします。 

マグエンあるいはマグ造形材は自然材でありま

すが、これにアクリル樹脂剤をコラボさせると自

然材料による造形体ではなくなりますが、マグエ

ンでもない、プラスチック製品でもない、もちろ

ん、セメント系でもない、漆喰的でもない、不思

議な質感をもつ成形品ができます。しかも、耐水

性や、曲げに対して、また衝撃に対してひび割れ

しにくいという機械的特性が向上した成形品にな

ります。 

 マグ造形材とアクリル樹脂剤とコラボした製品

の例として、大型プランターなどを写真１５に載

せます(他社の依頼によって開発した製品です)。 

 

 

８ マグ造形材の製品、荷姿、ご用命と価格 

 

８－１ マグ造形材の製品  

製造販売しているマグ造形材は、下記の、既に記

載した表３－１～３－３の造形材です。 

 

写真１５ マグ造形材とアクリル樹脂がコ

ラボした製品の実現 

かきがら入り積層ブロック 
台形型ブロック上底 210mm 下底 260mm 

高さ 320mm 厚さ 70mm 

 
 

 
台形型ブロックはマグエン、陶石石粉及びかきが

らを用いて製造。積層ブロック造の実現のため

に、弊社で開発されました。 

写真１４ かきがら入りブロックの開発 
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〇表３-１ 粋なマグ塗壁あるいはパネルをつくるマグ造形材の種類との一覧(その１) 

〇表３-２ 粋なマグ塗壁あるいはパネルをつくるマグ造形材の種類との一覧(その２)  

〇表３-３ 粋なマグ塗壁あるいはパネルをつくるマグ造形材の種類との一覧(その３) 

 

８-２ 荷姿とご用命 

(１) 荷姿 

マグ造形材の荷姿は、主材１袋(5kg、紛状)とカラーギーナン(紛状)からなります。 

１箱２０kg 入りです。５kg 入りの袋が４袋入っています。各袋には乾燥剤(シリカゲル)が入っ

ています。 

(２) ご用命 

① マグ造形材は受注生産による販売です。法人様・個人様のいずれも対応いたします。 

② ご用命は弊社まで、Fax、お電話あるいはメールでご注文下さい。 

  ご注文数量は、製造ロットとの関係から、２０kg/１注文以上となります。 

すなわち、２０kg、４０kg、６０kg、・・・・・となります。 

③ 弊社では、特別な事情がない限り、サンプル提供をしていません。 

開発には大変な勉強や研究と労力が必要です。失礼なことと存じますが、安易に開発を思っ

ている人あるいは企業が多々あります。このことを思うと、安易なサンプルの提供は弊社とし

てはあまり気が進みません。ご理解をお願い申し上げます。 

 

８-３ 価格 

表７に価格を記載します。 

表７以外の造形材については、価格表をご参照ください。 

 

表７ マグ造形材の価格(抜粋) 

マグ造形材の種類 
価格 

(１箱２０kg、税別) 
1kgあたりの価格 備考 

深雪(みゆき)、白雲(しらくも)、小麦 ２８,０００ １,４００ 
CJ(カラーギーナン)

０．５％(１００g)付 
朝倉、茜(あかね) ３０,０００ １,５００ 

岩瑠璃(いわるり) ３２,０００ １,６００ 

[その他] お問い合わせください。 

[提供方法] イワ建開発から直送 

 

  

 

９ マグ造形材の袋開封・保管・管理 

①マグ造形材は粉末のため重みで密実になりやすく、併せて塩化マグネシウムが入っていますので、

周囲の湿分を吸って固くなる傾向があります。そのため、水分を吸わないよう、出荷時に、袋の

中に乾燥剤(シリカゲル)を同封しています。しかし、それでも日にちが経つと固くなる傾向があ

りますが、有効期間中では品質には問題がありません。袋が固くなっている場合は、軟らかいゴ

ムハンマーなどで叩き、ほぐしてください。簡単にほぐれます。品質は低下しません。塩化マグ

ネシウムが入っていますので、一旦開封した後、開封したままにしておきますと大気中の湿分と

反応し硬化します。そのため、マグエンは、開封したら、一度で使い切るようにしてください。 

②開封前に、袋の状態を確認して下さい。袋の中が固まっていて、手やゴムハンマーで砕けない場

合は、凝結しています。この場合は到着後４日以内にご連絡下さい。交換致します。  



20 

 

③マグ造形材の未開封の有効期間は、製造日から 30日以内です。 

④なお、余りが生じ、どうしてもそれをもう一度使用したいならば、乾燥剤を入れて、輪ゴムなど

で空気が入らないように、袋を厳重に密封して下さい。湿分を吸うと硬化し品質の保持ができな

くなることをご了承ください。 

この場合、貴社の責任の下で管理をお願いします。弊社は責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イワ建のロゴマーク 

     ○色とイメージ 

        小豆：気品 高貴 エレガント 粋 

 金 ：高い技術水準 

   水 ：清い 地球(環境) 


