
壁用防音パネルの設置方法

  1. 壁用防音パネル取り付け説明
取り付け説明は、壁1面の防音で仕上げ材を貼るところまでがメインになっております。

仕上げ方も幾つかあり、遮音性能をプラスすることなども含まれているので、細かく多くのことを説明してい
ます。
状況も作業の方法もいろいろなので、1度全てを読み、ご自分の部屋に合った状況や作業方法を確認してから作業
することをお勧めします。

パネル取り付けは、どこから取り付けるのも自由です。
基本的には、天井、左右の壁、床に直接触れないように数ミリ隙間をあけ、きれいに並べて、繋ぎ目の隙間を埋め
ればよいです。

部分的な取り付けにも共通することがあるので参考にしてください。

経験があり、道具も揃っている方は、説明以外の方法もあると思いますので、自身の判断でやりやすい方法をとっ
てください。

設置、管理はご自身の責任で行っていただきます。
製品には重さもありますので、作業は怪我などの事故がないように十分注意して行ってください。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  2. 作業前に

作業に入る前に、床を養生することをお勧めします。

パネルは重量があり、落下すると凹みや傷が付く可能性が高いです。
ボンドが落ちたり付いたりすることもあるので、心配な方は養生し
てください。

足に落下すると怪我の可能性もあるので、靴を履いて作業するほうが
良いでしょう。

養生材の素材も面積も各自の判断にお任せしますが、1番良いのは作
業場所全体に丈夫な素材で養生することです。

  3. 取り付け手順 (確認する)

既存の壁の確認

パネルを取り付けする壁にガタつき、穴、割れ、壁紙の剥がれや浮きがないか確認して
ください。

割れ、穴などがある場合は補修することをお勧めします。

石膏ボード、合板のガタつきがある場合は、ビス、釘を使ってしっかりと固定して
ください。

壁紙の浮いたところや剥がれは、その範囲より大きめに剥がしてください。

判断に困ったり、補修の仕方がわからない場合は、写真で状況を撮影して送ってくだされ
ば、説明いたします。

既存の壁に問題がなければ、固く絞った雑巾で拭き掃除をして乾燥させて下さい。
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  4. 取り付け手順 (確認する)

9～12.5ミリの石膏ボードや合板で仕上げをする方は、
パネル取り付け後にビス留めする必要があるので、下地
探しで下地の場所を調べ、寸法をメモに取るなどしてく
ださい。

下地探しがない時は、カーペット鋲のような長い鋲があ
れば代用できます。

パネルを既存の下地にビス留めしない場合の仕上げ材
は、5.5ミリ合板までとなります。

  5. 補修例

このようにひび割れている場合や壁紙の裏に空
気が入って浮いているところは、大きめに壁紙
を剥がして補修します。

写真は石膏ボードのつなぎ目が割れてパテが盛
り上がり、壁紙が裂けています。

  6. 補修例

壁紙を大きめに剥がし、割れたパテを取り除
き、隙間埋めでパテが割れ落ちた部分を補修し
ています。

カットした壁紙のふちがめくれないように隙間
埋めを薄く塗っておくと、そこから剥がれる心
配もなくなります。
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  7. 基準線を出す(窓がない壁)

取り付ける壁のチェックが終わったら、貼り始めの基準線を出し
ます。
※部分的な設置の場合はご自身で決めた通りに設置してください。

窓がない壁は、壁に中心線を出し、そこを基準にします。

取り付けをする壁の全体の幅÷2で中心をだして、天井側に印を
付けます。

例：全体幅2メートル65センチの場合
       2650ミリ÷2=1325ミリ
       1メートル32センチ5ミリ

  8. 基準線を出す(窓がない壁)

壁の左右どちらからでもよいので、鉛筆で中心
の印をしてください。

次に画鋲、糸、5円玉を用意します。
糸の両端それぞれに画鋲と5円玉を結びます。

印に糸が合うように画鋲を刺して、5円玉を床
につかないようにぶら下げます。

  9. 基準線を出す(窓がない壁)

5円玉の揺れが止まったら、印と糸がズレてい
ないか確認します。
ズレている場合は画鋲の位置を変えて合わせ
ください。
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  10. 基準線を出す(窓がない壁)

印と糸がズレていないことを確認したら、糸の真下に鉛筆で印
をします。

墨壺を持っていれば、いちばん下に印をして墨出しすれば
OKです。

墨壺がない場合は定規で線を引くので数箇所印をして
ください。

印をつけ終わったら5円玉を揺らして自然に止まるまで待ち、
ズレがないか確認してみましょう。

  11. 基準線を出す(窓がない壁)

確認が終わったら糸を外し、印に合わせて線を
引けば完了です。

  12. 基準線を出す(窓がある壁)

窓がある壁は窓枠のところに印をします。
枠の上のほうに3ミリの遮音マットの端材を当
てて、鉛筆で印をします。

この後、5円玉をぶら下げる方法で同じように
基準の線を出してください。
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  13. 基準線を出す(窓がある壁)

5円玉をぶら下げる時は印に画鋲を刺すのではなく、天
井側から下げて印に合わせます。

印に合わせた時に糸が枠に触れているなら、枠から3ミ
リ程度離れるまで画鋲の位置をずらしてください。
この場合、ずらしたところで糸の真下に印をして線を出
してください。(最初の印は無視する)

  14. パネル取り付け

パネルをつける前に組み込まれている吸音材と
制振フェルトを外します。

パネルの方向は、木枠が挟まれているほうが上
下、挟んでいるほうが左右になります。

  15. パネル取り付け(巾木がある場合)

巾木がある壁に取り付ける時は、張り始める1
枚目のパネルの下側に遮音マットを貼ります。

パネルが巾木に直接触れないようにするため
です。(後で外します)
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  16. パネル取り付け(巾木がある場合)

パネル下部に遮音マット貼ったら、仮付けするため、裏
に両面テープを少量貼ります。
5センチ程度の長さで四隅に貼ります。

仮付け時にパネルが動いたり落ちるようなら両面テープ
を貼り足してください。

  17. 基準線に合わせてみる

1枚目を巾木の上にのせ基準線に合わせて仮止
めします。
1枚目に合わせて2～3枚のパネルを置き、基準
線とのズレをみます。

ズレている場合は1枚目で傾きを調整して基準
線に合わせてください。

  18. パネル取り付け(窓がない壁)

右側の列の1番下が1枚目(下部に遮音マットを貼ったパネル)です。
巾木がある場合は、巾木に乗せるようにして基準線に合わせ仮付けします。

その上に、2枚目、３枚目を置いてパネルの位置を合わせ基準線とのズレを確認します。

ズレている場合は１枚目のパネルの傾きを微調整して合わせてください。

仮付けで位置が決まったら、2枚目から両面テープとボンドを付けて取り付けていって
ください。

1列目の天井まで取り付けたら、１枚目を外して本付けします。(その時に遮音マットを
外す)

そのあとは、1列目に合わせて取り付けていけばOKです。

いきなりボンドを付けて取り付けせず、1枚ずつ合わせて確認していくのがよいでしょう。
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  19. パネル取り付け(巾木がない場合)

巾木がない場合、床から取り付けるには、制振フェルト又は遮音マットの端材を
下に敷き、取り付けていってください。

巾木ありと違うところはこれだけで、取り付け手順は同じです。

パネルは天井、左右の壁、床に直接触れないようにします。
直接触れると、振動や音が伝わりやすくなるので、フェルトを入れない、入らな
いにしても隙間をあけるようにしてください。

数ミリの隙間があることが大事です。
(隙間は後で埋めます)

歪みでフェルトなどがきつくて入らなくなってきた場合は無理して入れないで、
パネルの位置を合わせるようにしてください。(床に直接触れていなければよい)

  20. パネル取り付け(窓がある壁)

窓がある場合も同様に、1枚目を巾木の上に乗せるようにして
基準線に合わせて仮止めします。
その上に2～3枚目(壁真ん中の高さくらい)を置いてパネルの
位置を合わせ、基準線とのズレを確認します。

ズレがある場合は1枚目で傾きを微調整してください。

ズレがないことを確認したら２枚目から両面テープとボンドで
取り付けしていきます。
天井まで取り付けたら、仮付けした1枚目を外し、本付けし
てください。

  21. パネル取り付け(テープ、ボンド)

両面テープ、パネル用ボンド

両面テープ、パネルボンドはご自宅の壁に合ったものを
ホームセンターなどで購入してください。

写真の両面テープとパネルボンドは対応の幅が広い
です。

両面テープだけでは時間が経てば落下しますので、必ず
ボンドを使って接着してください。
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  22. パネル取り付け(テープ、ボンド)

吸音材、制振フェルトを外したパネルを裏返し、このよ
うな形で両面テープを貼り、ボンドを付けます。

両面テープは外側ギリギリには貼らず、2～3センチ内側
に貼ってください。

誤って取り付けした場合、インテリアバールを差し込ん
で取り外すためです。

  23. パネル取り付け(テープ、ボンド)

パネルボンドは両面テープの厚みより厚く付け
るようにしてください。
両面テープが壁に着いた時にボンドがつぶれて
接着するように、ボンドは塗るというより、置
くイメージでつけるとよいです。

  24. パネル取り付け(テープ、ボンド)

位置を確認して取り付けたら、しっかりと全体
(パネル枠、遮音マット部分)を押して圧着して
ください。
パネルに重みがあるため、しっかり圧着いない
と、ズレたり落下する危険があります。

壁用防音パネルの設置方法  ver.
作成者:篠木真



  25. パネル取り付け(付け直し)

取り付けが上手くいかず取り外す場合はインテリアバールを使って
外します。

パネルを手前に引っ張りながらバールを差し込みます。

パネルは常に引っ張るようにしてバールを手前に引き少しずつ外し
いきます。
バールだけで外そうとすると壁にヒビや穴があくので、必ずパネル
を引っ張りながら少しずつ様子を見て行ってください。

時間が経つとボンドが乾いて外すのが困難になるので注意して
ください。

  26. パネル取り付け(付け直し)

1箇所だけで外そうとせずにバールが入るとこ
ろは細かく入れてパネルを引っ張りながら少し
ずつ外してください。

外した後はボンドを少し足してから付け直し
てください。

  27. パネル取り付け(隙間、段差)

既存の壁は必ずしも真っ平らではありません。
壁紙を貼るためのパテや、経年劣化などの歪みがあります。

なので、パネルを取り付けていくうちには、多少の段差や隙
間、ズレが出る場合があります。

その場合はパネルの上下を変えてみたり、同サイズのパネルが
あれば変えて合わせてみてください。

何をしても同じ隙間が出る場合は、そのまま取り付けを進めて
いき、後で隙間を埋めます。
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  28. パネル取り付け(隙間、段差)

少しの段差でパネル枠を押してフラットにできるようなら、押しながらビスや
タッカーで繋げることができます。

ビスの場合はなるべく細いものを使ってください。(パネル枠が割れる可能性が
あるので下穴をあける事をお勧めします)

タッカーの場合はそのまま打ち込んで構いません。
長さはビスもタッカーも25ミリにしてください。

段差が大きい場合は、低いほうのパネル裏に厚紙をパネルボンドを付けて調整
することもできます。

パネルにボンドを付ける前に1枚ずつ合わせながらやれば、段差や隙間も前もっ
てわかり対処しやすくなります。

  29. パネル取り付け(窓枠の上と下)

窓枠の上と下のパネルの基準は最初に出した基
準線と同じように、枠の左と右に遮音マットの
端材を当てて印をして、線を引きます。
糸の両端を画鋲にして印に合わせてピンと張れ
ば基準が出せます。

その基準に合わせて中心から取り付けします。
中心はサッシの中心に合わせます。

  30. 窓枠上下の基準

窓枠上下の基準は、糸を印に合わせピンと張
り、糸の真下に印をして線を引けばOKです。
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  31. カーテンレールを取り付ける場合

カーテンレールを取り付ける場合は、パネル接着後に、
パネル枠と同じサイズの材料をカーテンレールの長さに
応じて足します。
パネル枠の木材のサイズは15ミリX30ミリです。

  32. カーテンレールを取り付ける場合

足す材料に木工用ボンドを付けて、ビスやタッ
カーで留めてください。

ふさかけ部分も必要なら下地を足して
ください。

吸音材と制振フェルトを戻す時に下地を増やし
た分カットしてください。

  33. コンセントなどがある場所

コンセントやスイッチ、通気口がある場所は、
専用パネルを使います。

位置を変えずそのまま使えます。
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  34. コンセント、通気口(専用パネル)

専用パネルは裏の合板がないので、カットして
くり抜けます。
コンセントなどの位置を測ってカットしてください。

マットが黒いので、赤鉛筆で線を引くと見えやすく
なります。

力を入れて1回でカットしようとせず、何度も切れ目を入
れてカットしてください。
裏に当てものをするとカットしやすいです。

  35. コンセント、通気口(専用パネル)

カットしたら位置が合っているか確認します。
コンセント部分全体が出ていれば、少しのズレ
は問題ありません。

  36. コンセント、通気口(専用パネル)

位置が良ければ、付属の細い合板を両面テープ
でこのように貼り付けてます、

両面テープはパネル裏に貼るのと同じものにし
てください。
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  37. コンセント、通気口(専用パネル)

壁に取り付ける時は、縁は両面テープとボンド、付属の
合板の部分はボンドだけ付けて取り付けます。

  38. コンセント、通気口(専用パネル)

通常パネル同様、しっかり押さえて取り付けし
てください。

  39. コンセント、通気口(専用パネル)

コンセントが丸出しだと音漏れの弱点になるの
で、くり抜いた遮音マットを使って機密テープ
でつなぎ目を塞ぎます。
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  40. コンセント、通気口(専用パネル)

コンセントが通常通り使えるように、制振フェルトと吸
音材もカットして完了です。

通気口も同じ手順で行います。
音漏れ対策するにはダクトの中に吸音材を入れると
よいです。
専用のものがある場合もあるし、ない場合はくり抜いた
吸音材を使ってもよいです。

  41. コンセント(ボックス、露出コンセントを使う)

仕上げ材を貼る場合は、スイッチボックスや、
挟み込み金具を使うと綺麗に仕上げできます。

専用パネルを使って、配線が通る小さな穴を
開け、取り付けます。

  42. コンセント(ボックス、露出コンセントを使う)

コンセント、スイッチを移動する場合は、配線
を延長することもあります。
電気の作業ができない方は業者に依頼する必要
があります。
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  43. パネル取り付け後の確認

パネルの取り付けが完了したら、次の作業に進む前に、
浮きやガタつきがないか確認してください。

もし、そのような箇所がある場合は、木工用ボンドをパ
ネルのつなぎ目に注入するようにして、ビス又はタッカ
ーで隣のしっかりと接着されたパネルと繋ぎます。
繋ぎ終えたら余分なボンドを拭き取ってください。

仕上材を貼る場合は、パネル接着後丸1日待って完全に接
着させてください。

  44. つなぎ目、隙間埋め

パネルを全て取り付けしたら、パネルとパネルの
つなぎ目を埋めます。

床から仕上げ材を貼る場合は、巾木と廻り縁部分
の作業を先にしてもよいです。(高さ合わせ)

厚み9ミリ以上の仕上げ材を貼る予定の方は、前も
って調べておいた下地にパネルをビス留めしま
す。

  45. パネルをビス留めする

厚み9ミリ以上の仕上げ材を貼る場合は、パネルをビス留めします。

パネル取り付け前に調べておいたところにビス留めます。

パネル枠と重なってしまうところもあると思うので、その部分は何もせず、留
められる場所は全て留めてください。
留められる部分が少ない場合は、縦の下地も横の下地も10センチ程度の間隔で
留めてください。

下地が木なら木材用ビス、軽天下地なら軽天ビスを使います。

長さは既存の下地に届く長さが必要です。
ビスの頭が遮音マットの表面と同じか、1ミリ程度入るくらいまで締めて
ください。
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  46. パネルをビス留めする

ビス留めできないパネルは、サイコロの5の目のように
タッカー(長さ16ミリ以上)で留めてください。

この時、コンセント部分の横や縦のラインには打ち込ま
ないようにしてください。

軽天下地の場合は下地に当たると跳ね返ってくるので、
確認、注意をして作業してください。

  47. パネルをビス留めする

ビスが少なく心配な場合は、タッカーで留める
時にビス留めしたパネルにも打っておくとよい
でしょう。

  48. 仕上げにボードビス、コンパネビスを使う場合

仕上げ材を貼る為の釘類は、タッカー又はフィニッシュネイル推奨です。

ボードビス、コンパネビスなどで留める場合は、パネル枠が細く、割れる
可能性があるので、同じサイズの部材を足してください。
(15ミリ×30ミリの木材)

赤線部分の天井、壁、床の際、窓枠周りを、カーテンレールを取り付ける
場合と同じように、木工用ボンドをつけてタッカーまたはビスで留めてく
ださい。

仕上げ材は足したほうにビス留めするようにします。

制振フェルト、吸音材は戻す時にカットしてください。
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  49. つなぎ目、隙間埋め

つなぎ目全てを隙間埋めを使って埋めていきます。
隙間埋めには、コークボンド又はシリコンコークを
使います。

仕上げ材を貼らずパネルのみで終わる場合は、マスキン
グテープを貼ると綺麗に仕上がります。

写真の隙間埋めは白を使っていますが、色つきのものも
あるので、自分の仕上げ方に合ったものを使ってくださ
い。

  50. つなぎ目、隙間埋め

隙間に注入した後、指やヘラでなぞって押し入れるようにして、余分
な分を取り除きます。

乾くと痩せるので、隙間の大きいところは多めに注入してください。
心配なら1日待って、痩せて穴があいていたら、更に注入して下さい。

マスキングテープを貼って埋める場合は、隙間埋めが乾く前にテープ
を剥がしてください。
天井から床までの1ラインずつ作業し、横のラインのつなぎ目も同じよ
うに1ラインずつ作業するのがお勧めです。

全ての繋ぎ目を埋めてください。

  51. つなぎ目、隙間埋め

壁際の隙間は、隙間の具合により、制振フェル
ト入れる、吸音材を割いて入れる、シリコンコ
ーキングするの中からでできる作業をしてくだ
さい。
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  52. つなぎ目、隙間埋め

隙間にフェルトが入らない、コーキングも自信がなけれ
ば、吸音材をハサミで細く割きインテリアバールで隙間
に入れます。

  53. つなぎ目、隙間埋め

ハミ出さない程度に詰めればOKです。

仕上げ材を貼る場合は挟まないように注意し
てください。

  54. つなぎ目、隙間埋め

窓枠周りの隙間は、遮音マットが入るようであれ
ばタッカーで留めるのもよいです。

タッカーがない方、入らない場合は、シリコンコ
ーキングで埋めてもよいです。

両方ともできない方は何もしないでそのままでも
よいですし、木口テープなどを貼って仕上げても
よいです。
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  55. 巾木、廻り縁部分(仕上げ材を貼らない場合)

巾木、廻り縁部分のパネル製作は不可能なので、防音材をカットして間に入れて接着してください。

防音材は遮音マットを2重にして、吸音材を入れたりします。

吸音材が床にくっついていて埃が付きやすいので、それを嫌うなら遮音マットを1枚増やして3重にし
て、その上から合板で仕上げてもよいですし、新たに巾木を付けてもよいです。

遮音マットを2重以上にすれば、そのあとは自分の好みで仕上げてください。

廻り縁部分も同じ作業をしてくだい。

遮音マットはタッカーで留めたほうがよいですが、用意できなければ両面テープもよいです。
パネルのボンド、またはシリコンコークが残っていれば、両面テープと併用で接着すると落ちたり剥が
れたりする心配もなくなります。

巾木なしで床からパネルを取り付けている方は、フェルトや詰めた吸音材を奥まで押し込んでコーキン
グするのが一番良いです。

  56. 巾木、廻り縁部分(仕上げ材を貼らない)

巾木のように平らな廻り縁じゃないものは形に合わせて
吸音材を入れるなどしてください。

仕上げ材を貼らない方や、遮音材で性能アップしない方
は、制振フェルト、吸音材をパネルに戻して完成です。

廻り縁なしの方はパネルと天井の隙間にフェルトか吸音
材を入れる、又はコーキングするのいずれかで埋めてく
ださい。

  57. 巾木、廻り縁部分(平らではない廻り縁)

三角の廻り縁の例ですが、隙間に吸音材を入れて
遮音マットで蓋をする形にしました。

平らな廻り縁以外はいろいろ工夫してみて
ください。

このパターンで仕上げ材貼る場合は、天井まで材
料を伸ばしてパネル枠にタッカーなどの釘類で留
めます。
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  58. パネル仕上げ

パネルのみの仕上げの場合は後から遮音材をプラスして性能
アップする事ができます。

吸音材、制振フェルトを外し、遮音マット(別売)をカットし
て中に貼ります。
仕上げ材を貼ることもできるので、効果を上げたい場合は後
からでもできます。

パネルの縁をテープで化粧したり、吸音材を薄い生地で覆え
ば見た目も良くなるので、自分の好みで仕上げてください。

  59. 巾木、廻り縁部分(仕上げ材を貼る場合)

仕上げ材を貼る場合は、遮音マットと合板を使
い、パネルと高さを合わせる必要があります。

遮音マットを2重以上にして合板で高さを合わせ
ます。

合板の厚みは特に決まりはありません。
厚みがあるものを使ってもよいし、薄い合板を重
ねて使ってもよいです。

  60. 巾木、廻り縁部分(仕上げ材を貼る場合)

遮音マット、合板ともボンドを付けてタッカーで
留めてください。

ボンドは余ったパネル用でもシリコンコークをボ
ンド代わりに使ってもよいです。

合板の厚みや遮音マットの枚数を調整して、パネ
ルと高さを合わせます。
合板を最後に貼るようにしてください。
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  61. 巾木、廻り縁部分(仕上げ材を貼る場合)

高さを合わせてできた隙間も埋めてください。
天井の廻り縁部分も同じで、高さを合わせて隙間を埋めてください。

巾木なしでパネルを取り付けている方は、フェルトが下に入っていれ
ば特に何かすることはありません。
フェルトがきつくて入らなかった場所は、吸音材を細く切ってインテ
リアバールで詰めてください。
壁際と同じ作業です。
吸音材も入らないような隙間は隙間埋めを入れてください。

廻り縁なしの方はパネルと天井の隙間にフェルトか吸音材を入れる
か、コーキングで隙間を埋めてください。

  62. 遮音性能をプラスする

遮音性能をプラスる場合の仕上げパターン

1.仕上げ材を貼らない
  ・遮音材をカットしてパネルにセット
  ・制振フェルト、吸音材をパネルに戻して完成

2.仕上げ材を貼る(3ミリ～5.5ミリ合板)
    ・遮音材をカットしてパネルにセット
    ・パネル枠部分にも遮音材を貼る
    ・制振フェルト、吸音材をパネルに戻す
    ・仕上げ材を貼って完成

3.仕上げ材を貼る(9ミリ～12.5ミリ石膏ボードまたは合板)
     ・既存の壁下地にパネルをビス留めし、後は2の手順となります

  63. プラスする遮音材

遮音材は2.4ミリのアスファルトシートと3ミ
リの遮音マットの2種類があります。
製品の詳細をホームページでご覧になって選ん
でください。

パネルに元々組み込まれているのは3ミリの遮
音マットです。
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  64. 遮音材のカット

カッティングマット又は合板など下に敷きカットしてください。

パネルの中にピッタリ合うように、遮音材をカットします。

厚みのある長い定規を使い、大きいタイプのカッターナイフでカットします。
(工作用の小さいカッターナイフ、プラスチックなどの薄い定規は不可)
定規がなければ真っ直ぐな木材を代用してもよいです。

カッターナイフの切れ味が良くないと感じたら直ぐに新しい刃にしてください。
切れない刃だと力が入ってしまい怪我の元になります。

印は赤鉛筆ですると見やすいです。

ある程度の厚みと硬さがあるので、力を入れて1回でカットしようとせずに、5～6回
切れ目を入れてカットするようにします。

  65. 遮音材をセット、貼る

カットした遮音材をパネルの中にセットしてタッカーで留めます。

この場合のタッカーは手動のものでもよいです。

針が入りきらないものはトンカチで叩いて平らにしてください。

パネル枠にはボンドをつけてタッカーで留めます。(遮音材をパネル枠と同じ幅でカットし
て貼る)
そうすることで壁全体に貼った状態に近づき効果も更に上がります。

遮音マット3ミリはシリコンコークをボンドの代わりに使います。

2.4ミリアスファルトシートは木工用ボンドを使います。

遮音マット、シートの切り口が擦れると黒く汚れが付いて取れないので、他の壁や服など
に擦らないように注意してください。

  66. 遮音材をセット、貼る

パネル枠、巾木、廻り縁部分に貼る場合のボン
ド付け。

写真は2.4ミリアスファルトシートなので木工
用ボンドを使っています。

3ミリの遮音マットはシリコンコークを使っ
てください。
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  67. フェルト、吸音材を戻す

全ての部分に遮音材をセット、貼ったら、制振フェル
ト、吸音材をパネルに戻します。

下地を足した場合は、フェルト、吸音材をカットして
ください。

  68. 仕上げ材を貼る

仕上げ材をカットして貼ります。

苦手な方は購入時にカットしてもらえるホーム
センターで購入するとよいです。

  69. 仕上げ材を貼る

仕上げ材を貼る時は、パネル枠や巾木、廻り縁部分にボ
ンドをつけてから仕上げ材を置きます。

有孔ボード(穴のあいた合板)を貼る場合は、穴からボンド
があふれてくるので、ボンドの量に注意してください。

仕上げ材を貼る場合のボンドも同じで、
アスファルトシートの場合は木工用ボンド、遮音マット3
ミリはシリコンコークをボンド代りに使ってください。
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  70. 仕上げ材をはる

仕上げ材は材料の種類により釘類を選んでください。
推奨はタッカー、フィニッシュネイル、ピンネイル
です。

ビス留めはパネル枠が細いので割れる可能性があり
ます。
ボードビス、コンパネビスなどを使う場合は、パネル枠
と同じサイズの部材を足してから留めるようにしてくだ
さい。

  71. 仕上げ材をはる

エアー工具、電動工具がない方は、仮釘や、か
くし釘を使って留めることもできます。

  72. 遮音性能をプラスしないで仕上げ材を貼る

遮音性能をプラスしないで仕上げ材を貼る場合は、パネ
ル枠に木工用ボンドを付けてから仕上げ材を置き、タッ
カー、フィニッシュネイルなどで留めて完成です。

ビス留めはパネル枠が細いので割れる可能性があり
ます。
ボードビス、コンパネビスなどを使う場合は、パネル枠
と同じサイズの部材を足してから留めるようにしてくだ
さい。

壁用防音パネルの設置方法  ver.
作成者:篠木真



  73. 仕上げ材を貼る

窓枠周りの仕上げは、状況に応じて行ってください。
薄い化粧板を貼る、木口テープを貼る、遮音マットを貼った
あと上からアクリル機密テープを貼って仕上げてもよいで
す。

見た目が気にならない方は何もしなくてもよいです。
壁紙仕上げならGLコーナーを使うと、壁紙も巻き込めます。

見切り材もいろいろあるので、仕上げ方によって好みで取り
付けしてください。

  74. 仕上がり

仕上げ材を貼ったら完成です。
巾木、廻り縁の見切り材を取り付けてもよいで
すが、他の部分も防音する予定なら、それらが
終わった後に取り付けするのがよいでしょう。

  75. パネルのみ設置の仕上げ例

パネルのみで仕上げ材を貼らない場合は、薄い生
地を使い仕上げることもできます。

吸音材より1センチ～1.5センチ程大きくカットし
た生地を用意し、端をヘラなどで押し込んで覆う
ようにします。
生地の厚みで吸音材が出っ張る場合は、吸音材を
刃渡りの大きなハサミで少しカットするといいで
す。
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  76. パネル取り付け～仕上げまでに使う道具

ご自身の作業内容で必要なものを用意してください。

電動工具はホームセンターのレンタルを利用するのもよ
いと思います。

怪我のないように注意いながら作業してください。

  77. 壁に直接設置が出来ない場合

賃貸など、壁に直接設置が不可能な場合には、
9ミリ以上の合板を使って壁に立てかけること
もできます。

  78. 9ミリ以上の合板を用意する

パネルを設置する合板を用意します。
厚みは9ミリ～12ミリ程度。
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  79. 合板にパネルを設置する

壁に設置する場合と同じように、両面テープとボンドを
使い合板に取り付けします。
この場合のボンドは木工用ボンドを使ってください。

  80. 倒れないように角度をつけて設置

簡単に倒れないようには角度をつけて設置し
てください。
合板の重さも加わりかなり重たくなるので十分
注意して使用してください。

壁や床に傷がつかないように、滑り止めなどで
保護するようにしてください。

  81. お手入れと注意点

■お手入れ方法
◉パネルのみ設置の場合は、吸音材を外し手で軽く叩いて埃をとってください。
◉パネル枠は乾いた布で乾拭きしてください
◉仕上げ材を貼った場合は、仕上げ材に合ったお手入れをしてください。

■注意点
◉設置、保管はご自身の責任でお願いいたします。
◉両面テープ、ボンドはご自宅の壁に合ったものをお使いください。
◉仕上げ材を貼る場合は、ボンドと釘類を併用してください。
◉取り付け直しをする場合は、時間を置かず直ぐに外しください。
◉9ミリ以上の仕上げ材を貼る場合は必ずパネルをビズどめしてください。
◉吸音材は水洗いできません。
◉粘着ローラーで埃を取ると吸音材が毛羽立ち、変形するので使用しないで
ください。
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