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今からおよそ1,500年前、仏教伝来とともにしっくい

の技術は日本にやってきました。

しっくいのもつ白色の美しさと優れた耐火性能は、日

本の美しい街並みをつくり、火災から私達を守ってき

ました。

私ども村樫石灰工業は、安政元年より江戸に石灰

を納めさせていただいてからおよそ170年、品質に

こだわり続け日本の街づくりに貢献し

てまいりました。

そして今、その伝統と品質を守

りつつ、現代の建物や住宅にフ

ィットした商品、〈村樫の現代し

っくい〉が生まれました。

伝統を守り
進化を遂げる
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しっくいの主原料は石灰です。石灰は遥かな昔、海
中のサンゴなどが堆積し化石化したものが、2億
5千万年の歳月をかけて地上に隆起してきたもの
です。
石灰は日本で唯一自給可能な鉱物資源。しっくいは
江戸時代から使われている、日本を代表する天然素
材の建築材です。

太古の海からの贈りもの

石灰岩の形成過程
赤道付近で形成されたサンゴ礁は、海洋プレートとともに年間
数cmの速度で北上し、大陸プレートに捉えられ地上に現れた
ものが石灰鉱床として利用されています。
日本の石灰岩は海洋上で堆積したサンゴ礁であるため、大陸
からの土砂の流入が無く、炭酸カルシウムの純度が高いという
特徴があります。

海嶺

プレートの動き

海山

マグマ噴出口

生物礁海溝石灰岩
（石灰岩）

大陸プレートに
捉えられた
地質帯

海洋プレート

大陸プレート
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地上に隆起したもの、それが石灰鉱山です。
鉱山での採掘から、粉砕・焼成・消化・混合、そして
出荷まですべての工程を自社で行っております。
本当に良いものを真心込めて製造し、お客様に安
心安全をお届けします。

石灰鉱山から採掘。純度の高い良
質な石灰石がしっくいの原料になり
ます。

採掘
粉砕された石灰石を昔ながらの塩焼
といわれる製法で焼きます。この製
法を採ることでより白く、ひび割れに
強いしっくいになります。

焼成
焼成された石灰石は白色の生石灰
となります。これに水を加えることで
しっくいの主原料となる消石灰になり
ます。

消化
消石灰に糊（ノリ）や苆（スサ）を混
合し、〈村樫の現代しっくい〉ができ
ます。

混合

どうやって作ってるの?
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しっくいは美しい白色の見た目と耐火性能により、信
頼性の高い建築材料として利用されてきました。
しっくいといえば、お城や蔵などから連想されるツル
っとした平滑な仕上がりが一般的でした。

伝統的で信頼性の高い建築材料
伝統的な建築材料のしっくいを、現代の建物や住宅
に最適化したのが「現代しっくい」です。
〈村樫の現代しっくい〉は、多様化する壁面へのニーズ
をしっくいで充足すべく開発された新しい材料です。

そもそも「現代しっくい」って何?

現代の住宅にフィットしたしっくいを
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洋風の室内を優しく包み込むことをコンセプトとし、
独自の配合で3つのベースをご用意しました。そのま
ま塗るだけで、お部屋にマッチした様 な々表情が生
まれます。

お部屋の雰囲気が変わります

当社ではビニールクロスの上から安心、安全にしっ
くいが施工できる改修システムをご用意しておりま
す。呼吸するしっくいを塗って、きれいな空気の中で
生活してみませんか。

リフォーム、リノベーション活用

長年に亘る開発で得たノウハウを駆使し、光の反射
（ツヤ）が極端に少ないしっくいとなっております。より
美しい仕上がりを実感してください。

光の反射を最小化

一般のしっくいは糊に海藻を使用するため、人によ
っては施工時の独特なにおいを気にすることも。〈村
樫の現代しっくい〉は、自然由来のにおいの少ない
糊を使用し、ほぼ無臭の材料となっております。

糊のにおいを除去



お部屋の雰囲気に合わせて、スムース・ソフト・カジュアル3つのベースをご用意しました。
イメージに合った壁肌を選びましょう。

想像力・創造力

ふわっとした優しい仕上がり
スムース

細

柔らかな風合い
ソフト

中



お城や蔵などのような
平滑な仕上げよりも、
凹凸を活かした

多彩な表情の仕上げに
最適化しています。

重厚感、さらには躍動感までも醸し出す
カジュアル

粗

柔らかな風合い
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3種類のベースに12種類のカラー、そして左官技法
による様 な々テクスチャーを掛け合わせ、世界にひと
つしかないあなただけの壁が生まれます。

魅惑のしっくい壁
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プレーン

スパニッシュ

木鏝

ラフ乱流

櫛引き

ML‒100

ML‒203

ML‒206

ML‒209

ML‒201

ML‒204

ML‒207

ML‒210

ML‒202

ML‒205

ML‒208

ML‒211

※カラーは印刷物のため、実際とは異なる場合がございます。

スムース

スムース

カジュアルカジュアル

ソフトソフト
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〈村樫の現代しっくい〉はVOC（揮発性有機化合物）などの身体
に有害な物質を一切含みません。また、発がん性があると言わ
れているホルムアルデヒドを吸着・分解する働きが認められてい
ます。

有害物質ゼロ

しっくいの表面を電子顕微鏡で覗いてみると、スポンジ状の小さ
な孔がたくさん空いています。この孔は湿度が高いときには湿気
を吸い込み、逆に湿度が低いときには湿気を放出する特性があ
り、四季を通じて室内を快適な湿度に保ちます。また、この調湿
機能により、気密性の高い空間で発生しがちな結露を抑制する
ことができます。

調湿
江戸時代からお城や土蔵など、重要な建築物でしっくいが使わ
れてきた大きな理由のひとつに、「大切な命、貴重な品 を々火災
から守る」ということが挙げられます。硬化したしっくいの成分は
炭酸カルシウムであり、無機物のため燃えることはありません。
〈村樫の現代しっくい〉は国土交通大臣の「不燃材料」に定められてい
ます。

燃えない

現代しっくいの7つの特長

燃焼実験吸放湿のしくみ

吸湿

室内の湿度が高くなると 室内の湿度が低くなると

放湿
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しっくいには抗菌・抗ウィルス作用があります。細菌、インフルエ
ンザなどのウィルス、カビの発生・増殖を抑えます。ご自宅はもち
ろん病院や福祉施設など、抵抗力が弱い方が利用される場所
にも適しています。

抗菌・抗ウィルス

しっくいの表面の小さな孔には、生活で発生する臭いを取りこ
み消す働きがあります。特にペット臭や生ごみ臭などは酸性のた
め、アルカリ性のしっくいとの中和作用により消臭されます。

消臭

白色のしっくい壁は一見汚れやすいと感じますが、静電気を帯
びず埃などが付着しづらく、さらに自浄作用もあるのでビニール
クロスなどと比較すると汚れにくいということが知られています。

汚れにくい

生石灰しっくい
CaO

石灰石
CaCO³

水
熱

約1000̊Cで焼成

糊、スサを加える
水を加え消化

空気中のCO²と反応し
硬化（再石灰化）

熱
CO²CO²

消石灰
Ca（OH）²

しっくいは自然のサイクルに従って元の石灰石に還っていく循環
型の材料です。壁などに塗られたしっくいは、お部屋の二酸化炭
素を取り込みながら固まっていきます。

環境にやさしい

循環型材料の模式図

  ウイルス力価 抑制率（%）   （logEID50/0.2ml）  
 炭酸化前試料  ＜0.5（検出限界以下）  ＞99.999（1/562,341に低減） 
 炭酸化後試料  2.5  99.982（1/5,623に低減） 
 調整ウイルス液（対照）  6.25  － 

試料… 弊社練りしっくい製品

［結果］

試験ウイルス......鳥インフルエンザH5N3亜型
試験方法 ...........培養した調整ウィルス液に炭酸化前試料と炭酸化後の試料を

それぞれ接種し、ウィルス力価を確認した。

● 本しっくい製品は、ウイルス増殖抑
制機能を有しますが、感染予防を
保証するものではありません。 

● 本試験結果は限定的な試験条件で
の取り扱いであり、壁材としてのウイ
ルス抑制機能を永続的安定的に示
すものではありません。

炭酸化前試料

ウイルス力価
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現代しっくい
ガラス基板

11

100

1

現代しっくい
ガラス基板

硫化水素（腐敗臭） トリメチルアミン（魚臭）

［試験方法］10×10cmのガラス基板に〈村樫の現代しっくい〉（対照検体：ガラス基板）を塗り
付けたサンプルを5リットルのテドラーバッグに入れ、所定濃度に調整したガスを注入し残存
ガス濃度を測定。汚れたクロス 汚れにくいしっくい
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	Q	 しっくいは何からできていますか。
	A	 しっくいは鉱物資源である「石灰」を主原料とし、これに海

藻や植物などから作られる「糊」、及び麻などの植物繊維
を刻んだ「苆」を加えた天然素材の塗り壁材です。消石灰
は鳥インフルエンザや口蹄疫の消毒にも用いられ、糊は
食品添加用としても使用されており、極めて安全な原料で
作られています。

	Q	 しっくいは燃えませんか。
	A	 しっくいは原料が無機物であるため火気に強く、高い不

燃性を有し有毒ガスも発生しません。国土交通省告示第
1178号で不燃材料に定められています。

	Q	 古いしっくいの上に新しいしっくいは	
施工できますか。

	A	 浮き、割れ、汚れなどがなければ塗り重ねることは可能で
す。古いしっくいの傷み具合により施工できないこともあり
ます。

	Q	 古い京壁が塗ってありますが、	
直接しっくいは施工できますか。

	A	 直接施工はお控えください。
	 	 京壁を剥がして下地処理を行うことで施工が可能になる場合

があります。

	Q	 クロスの上にしっくいは施工できますか。
	A	 ビニールクロスであれば施工可能ですが、和紙や布クロス

には施工できません。
	 	 ビニールクロスでも傷みの具合により施工できない場合が

あります。

	 	 浮き、剥がれ、汚れなどがある場合は補修が必要となります。

	Q	 ペンキの上にしっくいは施工できますか。
	A	 ペンキに対する付着力が弱いため、施工はお控えくだ

さい。
	 	 プラスターボードの張り替えなどを検討してください。

	Q	 合板や木材の上にしっくいは施工できますか。
	A	 合板や木材はアクが出る可能性が高いため、施工はお控

えください。
	 	 プラスターボードの張り替えなどを検討してください。

	Q	 しっくいと珪藻土の違いは何ですか。
	A	 しっくい、珪藻土ともに表面に無数の孔を持つポーラス状

の材料です。ともに調湿性に優れていますが、珪藻土のほ
うが孔の数が多く吸放湿性に優れています。

	 	 しかし珪藻土には自硬性がないため、バインダー（樹脂、セ
メント、石灰、石膏など）と混練する必要があります。使用す
るバインダーによって性能に差が出ますので注意が必要で
す。反面、しっくいは自ら硬化しますので天然素材のみで
の施工が可能です。また、珪藻土は調湿性のみの性能で
すが、しっくいはそれ自体アルカリ性が強いため、防カビ
性、抗菌性にも優れているという特長があります。

	Q	 定期的な塗り替えは必要ですか。
	A	 しっくいは静電気を帯びることがないため埃を寄せ付けま

せん。長期に亘り美しい風合いを保ちます。定期的な塗替
えの必要はありません。

Q&A
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	Q	 浴室に施工できますか。
	A	 しっくいは湿気を含みやすいため乾燥しにくい浴室への施

工はお控えください。

	Q	 汚れたらどうすればよいですか。
	A	 　［手あかが付いたら］
	 	 照明のスイッチ周りの手あかは、

固く絞った雑巾と消しゴム
で落ちます。初めに雑巾で
汚れを拭き取り、消しゴム
で消していきます。またメラ
ミンスポンジなどを用いても汚れを取ることができます。

	 	 　［消しゴムやメラミンスポンジで落ちない汚れが付いたら］
	 	 マジックなどの汚れは、#400番程度のサンドペーパーで

軽く擦ってください。
	 	 　［コーヒーがしみこんだら］
	 	 しっくいには自浄作用があり、徐々に薄くなって気にならな

くなります。しっくいを水で延ばし、筆で表面に塗り付ける
方法もあります。

	Q	 傷がついたらどうすればよいですか。
	A	 プラスチックの定規など硬

く薄いものを使用し、傷ん
だ箇所にしっくいを充填し
ます。1〜2時間して硬くし
まったら、カッターナイフで
表面を削るか、定規で撫で
てください。

	 	 ラフに仕上がっている壁面の場合は、絵筆かスポンジで
充填し、仕上げにスポンジで軽く擦って周辺のパターンに

合わせます。

	Q	 ひび割れしたらどうすればよいですか。
	A	 巾の広いひび割れは、しっ

くいをプラスチックの定規
などですり込む様に充填
し、1〜2時間して硬くしま
ったら、カッターナイフか定
規で上から下へきれいに掻
き取ります。

	 	 巾の狭いひび割れは、歯ブラシにしっくいを付けて割れた部分
にすり込みます。小さな割れの周辺を予め水で湿らせると、
より効果的に割れが埋まっていきます。余分なしっくいはき
れいに掻き取りましょう。

	 	 翌日には硬まっていますので、#400番程度のサンドペーパーで
軽く擦れば割れは目立たなくなります。

	 	 ラフに仕上がっている壁面の場合は、スポンジで軽く擦っ
てください。

	Q	 カビが生えたらどうすればよいですか。
	A	 しっくいは強アルカリ性であ

り、カビの生えにくい壁材
です。しかし、湿気や風通
しの悪い条件が重なるとカ
ビが生える場合があります。
カビは生き物ですので生え
てしまったら殺菌する必要があります。風通しを良くして壁
面を乾燥させ、エタノールで消毒しましょう。



創業安政元年

村樫石灰工業株式会社
〈建材事業部〉
〒327−0509			栃木県佐野市宮下町1−10
tel	0283 −86 −3677			fax	0283 −86 −4118
kenzai@murakashi.co.jp			https://www.murakashi.co.jp

〈特約代理店〉


