
Moisture cure type one component Acrylic Silicone Sealant

Product Name Product Code: ASC1-01

One component acrylic silicone,  Low modulus.

Excellent performance even its extreme movements.
The same quality as the JIS A 5758 F-20LM(MS-1) .

■Advantages

Exterior, and also applicable to transparent paint !

Colorful◇
Applicable to extreme movements 5 colors, 5 selections !

■Application

■Technical Product Data 
Product Name

Sealant Classification Same As JIS A 5758 F-20LM(MS-1)
Consistency Pasty

Longitudinal 5℃ 0 Density(g/ml) 1.33

Slump 50℃ 0 5℃ 8

Lateral 5℃ 0 23℃ 4
(mm) 50℃ 0 Tack-Free Time (min) 23℃ 60

Elastic Recovery(%) 65 Loss Of Volume(%) 5.2
Cohesion properties at maintained extension no failure Durability(8020) Pass

no failure

no failure

Tensile Properties
curing condition

After curing 23℃ 0.18 0.75 550
After heating (80 )℃ 23℃ 0.23 0.78 470
After immersion in water 23℃ 0.14 0.51 570

Cure Rate
Days of curing skin to 5mm

5 ,50%RH℃ more than 10d
23 ,50%RH℃ approx.3d~4d
50 ,50%RH℃ approx.1d~2d

General reference. During primer or paint difference, confirmation request.
Classified General Adhesion Non-stain
Single layer finish ○ ◎

○ ◎
Acrylic silicone ○ ◎ Adhesion

○ ◎
Thick layer finish Synthetic stucco ○ ◎

○ ◎ Non-stain

○ ◎
× × ×: bad

＜Non-bleed type＞

Sharpie Paintable Asi NB
Non-bleed make it paintable. Excellent weather-ability.

◇Remarkable paintable ◇Excellent weatherability
NO-BLEED !  No spot & stain on overcoated paint !

◇Low modulus

・Joints of ceramic-siding ・Joints of ALC/tiles

・Joints of multitudinous boards ・Repair the crack of exterior/interior walls

Sharpie Paintable Asi NB
＊Non-authority by JIS.

Based on JIS A 5758　&　JIS A 1439

Extrudability (sec.)

Cohesion properties after compression 
heating/tension cooling

Cohesion properties at maintained extension at 
Immersion in water

test 
condition

50％ tensile stress 
(N/mm2)

Maximum tensile 
stress (N/mm2)

Elongation at break 
(%)

with primer：primer P-50

Substrate : aluminium

■Paintability

For waterbase , be aware of water repellency
Acrylic resin lithin
Elastic lithin

Multi-layer finish
Elastic spray lithin (waterproof) 　○：good　　△：normal　　×：bad

Waterbase paint
Solventbase paint 　◎：Excellent 　○： good
Oilbase paint 　△slight(but not effected)
Do NOT  applied on oilbase or phthalic oxidatively-polymerized paint



■Recommend Primer
Recommend Substrates Product Name Note

Sharpie Primer P-32 Non Yellowing (Weather Resistance)

Sharpie Primer P-50

■Notice
●The surfaces to be bonded must be dry,  free of oil, dust , grease and other contaminants.
●NO operation when it rains or snows.

●DO NOT operated too thin, or it will turn to white in a short-term.
●CAN NOT adhere to marble and glass.

■How to use
Please operate the product according to following procedure

1) 7) Load the sealant into a caulking gun
2) 8) Inject the sealant
3) Seam/surface dust free and dried 9) Use a spatula to finish the joint.
4) 10) Remove the masking tape
5) Setup the masking tape 11) Clear up around
6) Primer apply 12) Check the operation

■Usage amount
The length(m) of sealant operation per 320ml cartridge The length(m) of primer operation per a 500g can

10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm

2.6 1.8 1.3 175 175 175

15mm 0.9 0.7 0.6 15mm 116 116 116
Loss rate 20% Loss rate 30%

Porous surface (concrete): about half length of non-porous surface.

■Attention

■Packaging
●Sealant

・・・・

●Primer
・・・・ 500g/can
・・・・ 500g/can

TEL: +81-72-268-0323 FAX: +81 -72-268-0326 
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Ceramic-siding, Coated Metal , 
Concrete,  ALC

Coated Metal, Concrete, 
 ALC, Ceramic-siding,

Non Yellowing (Weather Resistance)
< High Viscosity Type>

●NO application on the surface which contained volatile．

Pre-study and preparation
Pre-check

Setup holder and accessaries

（primer tack-off time：30min/20℃）

non-porous surface (metal)

Ｄ
　　Ｗ

Ｄ
　　Ｗ

10ｍｍ 10ｍｍ

Ｗ：width、Ｄ：depth Ｗ：width、Ｄ：depth

・Keep away from heat/sparks/static electricity/open flames/hot surfaces. No smoking. 
・Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 
・Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
・Avoid release to the environment. 
・IF SWALLOWED: Rinse mouth. 
・IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. 
・IF skin or eye contact occurs immediately flush with water for 15 minutes. And call a POISON CENTER or doctor/physician. 
・IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable  for breathing. 
・Keep out of reach of children 
・Storage in a dark cold place. Keep away from sunshine.
・Industrial use ONLY

　Sharpie Paintable Asi NB 320ml cartridge×10 /box   2boxes/bale
　　◇color：White Grey Ivory Brown Black

　Sharpie primer Ｐ-32
　Sharpie primer Ｐ-50

★The data above, due to different materials and conditions of application which are beyond our knowledge and control we strongly recommend carring out sufficient tests in order to ensure that our products 
are suitable for the intended process and applications. Except for wilful acts any liability based on such recommendations or any oral advice is hereby expressly excluded. 

http://www.sharpchem.co.jp

info@sharpchem.co.jp

■Headquarter・Factory ■Tokyo Sales Office
〒592-8352　13-12Chikkohamaderanishi-machi, Nishi-ku, Sakai City, Osaka 〒135-0016　5-26-9 Tokyo, Koto District, Tokyo

TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119 TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011 
■Sunshine Chemical Technology(SHANGHAI)CO.,LTD. ■Takasago Sales Office
〒201-402　No.16-1Lane 2058DaYe Road Fengxian District Shanghai,China 〒592-0001　2-9-1 Takasago, Takaishi City, Osaka

TEL: +86-21-5740 6320 　FAX: +86-21-5740 2721 TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326
■Global Center ■Sapporo Office
〒592-0001 3-44 Takasago, Takaishi City ,Osaka 〒004-0845　5-2-25-20 Kiyota, Kiyota District, Sapporo

TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145 

http://www.sharpchem.co.jp/
mailto:info@sharpchem.co.jp


１成分形湿気硬化型アクリルシリコン系シーリング材 ＜ノンブリードタイプ＞

商品名 シャーピー

動きにもしっかり追従します。またノンブリードタイプなので、露出で使用する場合はもちろんのこと、

クリヤー塗装の下地シーリング材として使用した場合にも長期にわたって施工時の仕上げ状態を維持

することが期待できます。

■特長

◇被塗装性良好　ノンブリードタイプ ◇優れた耐候性

　仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません 　露出目地はもちろん、クリヤー塗装の下地シーリング材に好適

◇ＬＭタイプ ◇色揃え

　動きの激しい目地にも追従しやすいＬＭタイプ 　標準５色を用意しています

■用途

・新築・改修のサイディング及びその取り合い目地 ・外壁・内壁のクラック目地

・新築・改修のＡＬＣ及びその取り合い目地 ・外装タイル目地

・各種ボード及びその取り合い目地 ＊塗装しない用途には、ベタツキが残る場合がありますので、

　必要に応じて弊社ノンタックスプレーを併用して下さい。

■性状・性能

商　品　名 シャーピーペイントセラＮＢ

Ｆ－２０ＬＭ－８０２０相当

外　　観 ペースト状

縦
5℃ 0 密度 1.33

50℃ 0
押出し性（秒）

5℃ 8

横
5℃ 0 23℃ 4

50℃ 0 タックフリー（分） 23℃ 60

弾性復元性（％） 65 体積変化（％） 5.2

定伸長下での接着性 異常なし 合格

圧縮加熱・引張冷却後の接着性 異常なし

水浸せき後の定伸長下の接着性 異常なし

引張接着性

最大引張応力 破壊時の伸び

（％）

養生後 23℃ 0.18 0.75 550 使用プライマー

23℃ 0.23 0.78 470 ：プライマーＰ５０

水浸せき後 23℃ 0.14 0.51 570 被着体：アルミ

硬化性（目安）

１０日以上

３～４

１～２ 単位：日数

■仕上げ塗材との付着性と汚染性

下表は一応の目安であり、仕上げ塗材の成分・メーカーによりバラツキが生じることがあるので、必要に応じてご確認下さい。

分類 通称例 付着性 汚染性

薄付け仕上げ材 アクリル（樹脂）リシン ○ ◎ 水性ペイントは、はじきに注意。

弾性リシン ○ ◎

複層仕上げ材 シリカタイル ○ ◎ ・付着性・・仕上げ塗材の付着の程度　

弾性吹付タイル　（防水形） ○ ◎

厚付け仕上げ材 樹脂スタッコ ○ ◎ ・汚染性・・施工された仕上げ塗材の軟化、

水性塗料 ○ ◎ 　変色等の汚れの程度

溶剤系塗料 ○ ◎ 　◎：良好、△若干汚染するが、実用上

油性塗料＊ × ×

＊油性やフタル酸の酸化重合型塗料を塗布すると乾燥しないことがあります。

ペイントセラNB
シャーピーペイントセラNBは、弊社一般変成シリコーン系シーリング材と比べて、優れた耐候性を有する

LMタイプの１成分形アクリルシリコン系シーリング材です。LMタイプなので、窯業系サイディング目地の

JIS A 5758 建築用シーリング材のF-20LM-8020に適応した品質を有します。

JIS A 5758 品質 ＊当商品は、JIS認定商品でありません。

JIS A 5758　又は　JIS A 1439に基づく性能

スランプ（ｍｍ）

耐久性（8020）

50％引張応力

（Ｎ／ｍｍ２） （Ｎ／ｍｍ２）

加熱後（80℃）

硬化皮膜の厚み＜5mm＞

5℃、50％ＲＨ

23℃、50％ＲＨ

50℃、50％ＲＨ

　○：良好、△：可　×：不可

　　ほとんど問題ない　×：汚染する



■適用プライマー
　　適用被着体 商品名 備　　　考

サイディング、塗装金属
シャーピープライマーＰ３２ 黄変性なし（耐候）

コンクリート、ＡＬＣ

コンクリート、ＡＬＣ、塗装金属、
シャーピープライマーＰ５０

■留意事項
●降雨、降雪時の施工は避けて下さい。

●下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。

●塗装はシーリング材表面がタックフリーの状態になってから７日以内に施工して下さい。

　一部塗料では、ベタツキ・割れが発生する場合がありますので事前にご確認下さい。

●被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。

●ガラス留めつけを用途としていません。

■施工手順 ■使用量
シーリング施工は、次に手順に基づいて実施して下さい。 ペイントセラＮＢ・３２０ｍｌ当たりの概算施工ｍ数

　１．事前検討及び施工準備

　２．施工前検査 2.6 1.8 1.3

　３．下地の清掃、乾燥 0.9 0.7 0.6

　４．バックアップ材又ボンドブレーカーの装てん ロス率２０％ Ｗ：目地幅、Ｄ：目地深さ

　５．マスキングテープ貼り

　６．プライマーの塗布 （プライマーの乾燥時間目安：３０分／２０℃） プライマー１缶（５００ｇ）当たりの概算施工ｍ数

　７． カートリッジガンへ装填 （ノズルを目地巾に合わせてカット） 非孔質面（金属）

　８．シーリング材充填

　９．ヘラ仕上げ 175 175 175

マスキングテープ除去 116 116 116

目地周辺の清掃 ロス率３０％ Ｗ：目地幅、Ｄ：目地深さ

検査・確認

を目安に概算して下さい。

■注意事項
・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。

・プライマーＰ３２又はＰ５０の取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。

　また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。

・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。

・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。

・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。

＊詳細の説明は、ＭＳＤＳ（製品安全データシート）をご参照下さい。

■荷姿
●シーリング材

　　シャーピーペイントセラＮＢ ・・・・

　◇色調：ホワイト、グレー、アイボリー、ブラウン、ブラック

●プライマー

　シャーピープライマーＰ３２ ・・・・ ５００ｇ／缶入り

　シャーピープライマーＰ５０ ・・・・ ５００ｇ／缶入り

★お客様へ　本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては

貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。

■東京営業所

■本社・工場

■札幌出張所

■高砂事業所（営業本部）
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黄変性なし（耐候）＜高粘度タイプ＞
サイディング(無塗装板）

Ｄ
　　Ｗ 10ｍｍ 15ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ

10ｍｍ

15ｍｍ

Ｄ
　　Ｗ 10ｍｍ 15ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ

10ｍｍ

　10． 15ｍｍ

　11．

　12． 多孔質面（コンクリート）使用量は、非孔質面の1/2ｍ

３２０ｍｌカートリッジ×１０本／段ボールケース×２箱・１梱包

http://www.sharpchem.co.jp

info@sharpchem.co.jp 〒135-0016　東京都江東区東陽5-26-9

TEL03-3649-8103　FAX03-3646-6011

〒592-8352　大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

TEL072-268-0322　FAX072-268-3119 〒004-0845　札幌市清田区清田5条2-25-20

TEL011－883-2489　FAX011－883-2145

〒592-0001　大阪府高石市高砂2-9-1

TEL072-268-0321　FAX072-268-0326

http://www.sharpchem.co.jp/
mailto:info@sharpchem.co.jp
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