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キソエースキソエース
水性反応硬化形基礎専用シリコン系塗料新商品 日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

エスケー プレミアムシリコンＢＩＯエスケー プレミアムシリコンＢＩＯ
強力防カビ・防藻 超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料新商品 エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社

防カビ・防藻機能が加わり ハイレベルな耐候性を発揮

コンクリートの中性化抑制 基礎部分を守る

１５Ｋｇ、４Ｋｇ

①優れた強力防カビ・防藻技術により、耐微生物汚染性が
　長期にわたり持続します。
②プレミアムシリコンシリーズの“ラジカルコントロール技術”が
　塗膜の超耐候性を発揮します。
③水性ハイブリッドシリコン樹脂の緻密な架橋塗膜は汚れを
　定着しにくくします。
④従来の水性塗料と比べツヤが高く、見違えるような
　仕上がりとなります。

各色（ツヤ消し）２０Ｋｇ、４Ｋｇ

戸建て住宅、マンションなどの基礎部分への塗装

①基礎コンクリートの中性化を抑制し、長寿命化をはかります。
②反応硬化形塗膜のため優れた付着性を有します。
③シリコン系塗膜が高い耐久性を発揮します。
④ウールローラーを用いた「平滑仕上げ」と、砂骨ローラーを
　用いた「ゆず肌仕上げ」の二つの仕上がりが選べます。
⑤従来品と比べ透湿性が向上しました。

コンクリート基礎部分の塗装は
専用塗料がおすすめです

コンクリート基礎部分の塗装は
専用塗料がおすすめです

平滑仕上げ平滑仕上げ ゆず肌仕上げゆず肌仕上げ

戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装
店舗・事務所・工場・公共施設などの内外装

各色（ツヤ有、半ツヤ、３分ツヤ、ツヤ消し）

評 価
藻の発育が認められない
評 価
藻の発育が認められない

評 価
菌糸の発育が認められない
評 価
菌糸の発育が認められない

評 価
藻の発育が全面積の
１/3を超える

評 価
藻の発育が全面積の
１/3を超える

評 価
菌糸の発育が全面積の
１/3を超える

評 価
菌糸の発育が全面積の
１/3を超える

エスケープレミアム
シリコンBIO

エスケープレミアム
シリコンBIO

エスケープレミアム
シリコンBIO

エスケープレミアム
シリコンBIO

汎用水性アクリル塗料汎用水性アクリル塗料

汎用水性アクリル塗料汎用水性アクリル塗料

■ 防カビ試験（培養後６０日後）■ 防カビ試験（培養後６０日後）

■ 防藻試験（培養後６０日後）■ 防藻試験（培養後６０日後）

塗装仕上げが選べます！塗装仕上げが選べます！
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ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

1液ワイドルーフセラシリーズ1液ワイドルーフセラシリーズ
弱溶剤１液反応硬化形ハルスハイブリッド塗料弱溶剤１液反応硬化形ハルスハイブリッド塗料 スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社新商品

UAV－２４０００ウレタンフラットUAV－２４０００ウレタンフラット
Ｎｏｎ―トルエン・キシレン塗料 環境対応型Ｎｏｎ―トルエン・キシレン塗料 環境対応型 株式会社Ｗ＆Ｌユニオン株式会社Ｗ＆Ｌユニオン新商品

ダンネストダンネスト
水性 遮熱・断熱塗料水性 遮熱・断熱塗料 SG化学株式会社SG化学株式会社新商品

ハルスハイブリッド屋根用改修システム  弱溶剤系１液型

ウイルス感染対策の継続に

断熱＆遮熱性能 魔法瓶のように冷暖房効果を高めます

①無機・フッ素・シリコン樹脂系がラインナップ。遮熱色もあるので、
　塗装提案がしやすいシリーズです。
②光安定剤（ＨＡＬＳ）を用いた強じんで光沢保持力の高い塗膜です。
③驚くほど肉持ちがよく高光沢の塗膜です。
④カラートタンや各種旧塗膜に対する密着性が良好です。
　サビが発生していないトタンには直接塗装が可能です。

住宅などの屋根塗装

①木部用塗料メーカー発の室内木部用抗ウイルス塗料です。
②「SIAA 抗菌加工」に登録されています。
③空気中や手などから塗膜上に付着した特定ウィルスの機能を失わせます。
④トルエン・キシレン・鉛フリーです。

無 機：１５Ｋｇ、４Ｋｇ
フッ素：１５Ｋｇ、４Ｋｇ
シリコン：１４Ｋｇ、３Ｋｇ

①夏季の暑さ対策はもちろん、冬季は断熱機能で暖房効果を高めます。
②割れや膨れ、はがれ、変色が少なく、長期にわたり美観と
　省エネ機能を保持します。
③強力な粘着力があり、下地適応が高くはがれにくい塗料です。

２０Ｋｇセット（Ａ液１６Ｋｇ、Ｂ液４Ｋｇ）

テーブルカウンター、床、内装ドア、家具類、窓枠等の
建築内装部材や一般木工品

半ツヤ消し、７分ツヤ消し、全ツヤ消し

ディープグリーンディープグリーン

【標準色 16色 色見本】【標準色 16色 色見本】

レッドブラウンレッドブラウン

色 相 ダンネスト主材：ホワイト、標準色２３色

戸建て住宅、工場、事務所、商業施設、倉庫、公共施設 の外装塗装
変電設備などの塗装

下塗材…ダンネストシーラー・ダンネストプライマー：１５Ｋｇ
主　材…ダンネスト主材：１２Ｋｇ
カラートップ…ダンネストカラー：１５Ｋｇ
クリアトップ…ダンネストクリーン：８Ｋｇ

夏季【日射反射＆断熱】

冬季【断熱機能】

ウイルスが塗膜に接触
すると、ウイルス表面
のタンパク質を変性
させウイルスの機能を
失わせます

ウイルスが塗膜に接触
すると、ウイルス表面
のタンパク質を変性
させウイルスの機能を
失わせます

素　材素　材

反射反射

室内室内

断熱断熱

２つの機能で室内
温度の上昇を抑える
２つの機能で室内
温度の上昇を抑える

室内の暖かいエネルギーを
逃がさない
室内の暖かいエネルギーを
逃がさない

塗膜塗膜
建材建材

室内室内

断熱断熱 塗膜塗膜

建材建材

塗　膜塗　膜

ダンネストの機能ダンネストの機能

オーシャンブルーオーシャンブルー

ニューグレーニューグレー モスグリーンモスグリーン ニューチョコレートニューチョコレート

コバルトブルーコバルトブルー チャコールグレーチャコールグレー ブラウンブラウン

ワインブラウンワインブラウン ロイヤルブルーロイヤルブルー ブルーブラックブルーブラック ダークグレーダークグレー カカオブラウンカカオブラウン ナスコンナスコン ブラックブラック

艶設定
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クリンナ 超力丸クリンナ 超力丸
内部・準外部 合成樹脂エマルションパテ（上下兼用タイプ）内部・準外部 合成樹脂エマルションパテ（上下兼用タイプ） メーコー株式会社メーコー株式会社新商品

ピュアＥＸ ファニチャーガードピュアＥＸ ファニチャーガード
２液型高性能ポリウレタン塗料２液型高性能ポリウレタン塗料 玄々化学工業株式会社玄々化学工業株式会社新商品

ミラクール ＡＱ１０００ミラクール ＡＱ１０００
水系１液アクリルウレタン塗料水系１液アクリルウレタン塗料 株式会社ミラクール株式会社ミラクール新商品

アルコールからカウンターやテーブルをしっかりガード

現場でのお困りごとを解決するお助けパテ

環境対応型水系仕様の決定版

クラック部の補修、耐クラック下地処理

①ポリカーボネートを配合したトップコートが、強じんな塗膜を形成します。
②溶剤系シリコン樹脂塗料と同等以上の耐久性を保持します。
③隠ぺい力があり、下地の透けもなく上質な仕上がりです。
④乾燥が早く耐水性の発現が早いです。

１２Ｌ、６Ｌ

戸建て住宅、マンション、ビル、工場等の
金属屋根の遮熱塗装

①従来のパテと同じ使い方でクラックを低減できます。
②抜群の付着力に加え研磨も手当てで楽に行えます。
③上下兼用なので一つの材料で施工可能です。

ミラクールＡＱプライマー：１３．５Ｋｇセット
ミラクールＡＱ１０００：１６Ｋｇ
ミラクールＡＱクリア：３Ｋｇ

住宅内部の木製製品全般、木製家具などの仕上げ塗装
特に病院や学校等の公共衛生を保つ必要がある場所の木製品に最適

２０Ｋｇセット（主剤１６Ｋｇ、硬化剤４Ｋｇ）
５Ｋｇセット（主剤４Ｋｇ、硬化剤１Ｋｇ）

①アルコール消毒液で頻繁に拭いてもツヤの変化が起こりにくいです。
②日焼けしにくく塗膜の変色を長期間抑えられます。
③表面硬度が高く、耐スリ傷性に優れます。

艶設定 １０％ツヤ消し、３０％ツヤ消し、５０％ツヤ消し
７０％ツヤ消し、１００％ツヤ消し、１５０％ツヤ消し

色 相 白

色 相 ミラクールＡＱ１０００：淡彩色
ミラクールＡＱクリア：クリア

超力丸
１回目
超力丸
１回目

超力丸
２回目
超力丸
２回目

おすすめ内部施工手順おすすめ内部施工手順

ファニチャーガードで

家具の美観

ファニチャーガードで

家具の美観

マルチシーラー NANOマルチシーラー NANO

ＭＫ
ブリッジテープ

ＭＫ
ブリッジテープ

各種塗料各種塗料

石膏ボード石膏ボード

適用下地 プラスターボード、ケイ酸カルシウム板等の各種ボード

ミラクール AQ１０００ミラクール AQ１０００

ミラクール AQクリアミラクール AQクリア

オール水系システム仕様オール水系システム仕様

高耐久トップコート高耐久トップコート

ミラクール AQプライマーミラクール AQプライマー
水系下塗り水系下塗り

汚れ防止 特殊親水化剤汚れ防止 特殊親水化剤

＋＋

＋＋



INFORMATIONINFORMATION

錆のお話し錆のお話し 鉄をサビで保護する原理鉄をサビで保護する原理

１１

２２

３３

４４

赤から黒への転換
鉄に付く錆には大きく分けて「赤錆」と「黒錆」があります。
赤錆は鉄そのものを腐食させ、朽ちさせる性質を持ちます。
一方、黒錆は鉄の表面にできる酸化膜のことで、
一般的な鉄に対して自然に発生することはありません。

赤から黒への転換
鉄に付く錆には大きく分けて「赤錆」と「黒錆」があります。
赤錆は鉄そのものを腐食させ、朽ちさせる性質を持ちます。
一方、黒錆は鉄の表面にできる酸化膜のことで、
一般的な鉄に対して自然に発生することはありません。

錆でサビるのを防ぐ
このように、赤錆を抑え黒錆化した膜（酸化膜）を表面に作る
ことで、錆による腐食の進行を抑えることができます。
錆を落とさずに、腐食の進行を止める錆抑制コーティング材は
作用は様々ですが、基本的にはこの原理を利用しています。
錆抑制コーティング剤は『素地調整補助材』といわれるものや、
『錆転換材』『錆安定剤』と『錆固定剤』と呼ばれるものがあります。

錆でサビるのを防ぐ
このように、赤錆を抑え黒錆化した膜（酸化膜）を表面に作る
ことで、錆による腐食の進行を抑えることができます。
錆を落とさずに、腐食の進行を止める錆抑制コーティング材は
作用は様々ですが、基本的にはこの原理を利用しています。
錆抑制コーティング剤は『素地調整補助材』といわれるものや、
『錆転換材』『錆安定剤』と『錆固定剤』と呼ばれるものがあります。

安定した錆
ニューヨークの自由の女神は緑色をしています。
これは表面素材の銅板が酸化し、「緑青」と呼ばれる錆で
覆われているからです。緑青は銅の酸化（腐食）が進まない
ようにする働きがあります。
また、南部鉄器は製造工程で、「黒皮」と呼ばれる黒色の錆を
表面に形成させます。黒皮は鉄と酸素の化合物で水は含まず
安定しており、鉄の表面を保護します。

安定した錆
ニューヨークの自由の女神は緑色をしています。
これは表面素材の銅板が酸化し、「緑青」と呼ばれる錆で
覆われているからです。緑青は銅の酸化（腐食）が進まない
ようにする働きがあります。
また、南部鉄器は製造工程で、「黒皮」と呼ばれる黒色の錆を
表面に形成させます。黒皮は鉄と酸素の化合物で水は含まず
安定しており、鉄の表面を保護します。

鉄はどうして錆びるのか？
鉄は水と酸素に接すると、化学反応によって酸化鉄ができます。
この酸化鉄がいわゆる「赤錆」と呼ばれるものです。
つまり、酸化（腐食）によって溶け出た鉄と、酸素や水が結び付いた
ものが「錆」なのです。

鉄はどうして錆びるのか？
鉄は水と酸素に接すると、化学反応によって酸化鉄ができます。
この酸化鉄がいわゆる「赤錆」と呼ばれるものです。
つまり、酸化（腐食）によって溶け出た鉄と、酸素や水が結び付いた
ものが「錆」なのです。

＋ ＋ ＝空気空気 水水鉄鉄 錆錆

鉄鉄鉄鉄
赤錆（腐食）赤錆（腐食）

安定した
酸化膜に変化
安定した

酸化膜に変化コーティング材コーティング材
塗布塗布
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ルビゴールルビゴール
関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

１６Ｋｇセット１６Ｋｇセット

腐食に起因する電流を抑制する
ことで防食する手法を用いた、
画期的な水性防食塗料です。

腐食に起因する電流を抑制する
ことで防食する手法を用いた、
画期的な水性防食塗料です。

腐食電流抑制型厚膜変性エポキシ樹脂塗料腐食電流抑制型厚膜変性エポキシ樹脂塗料

ハイポンサビスタファインハイポンサビスタファイン
日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

１５Ｋｇセット
４Ｋｇセット
１５Ｋｇセット
４Ｋｇセット

残存サビをイオントラップ材が
安定化し、さらにエポキシ樹脂膜の
遮蔽効果で新たなサビをおさえます。

残存サビをイオントラップ材が
安定化し、さらにエポキシ樹脂膜の
遮蔽効果で新たなサビをおさえます。

弱溶剤形さび面素地調整補助剤弱溶剤形さび面素地調整補助剤

さびストップさびストップ
スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社

１４Ｋｇセット
４Ｋｇセット
１４Ｋｇセット
４Ｋｇセット

サビに含まれる水分と鉄イオンに
特殊エポキシ樹脂が化学反応し、
サビを安定な状態に転換します。

サビに含まれる水分と鉄イオンに
特殊エポキシ樹脂が化学反応し、
サビを安定な状態に転換します。

さび反応形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料さび反応形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料

トリック１０００トリック１０００
日本パーカライジング株式会社日本パーカライジング株式会社

１６Ｋｇ
４Ｋｇ
１６Ｋｇ
４Ｋｇ

サビ層に浸透し、特殊添加剤の
作用により黒サビ化を進め、
固着化するサビ面塗料です。

サビ層に浸透し、特殊添加剤の
作用により黒サビ化を進め、
固着化するサビ面塗料です。

１液エポキシ樹脂系塗料１液エポキシ樹脂系塗料

セレクトコート さびチェンジセレクトコート さびチェンジ
アルファペイント株式会社アルファペイント株式会社

１６Ｋｇ
１Ｋｇ
１６Ｋｇ
１Ｋｇ

赤サビを黒色皮膜に転換させ、
サビの進行を防ぎ、強力な
防錆力を発揮します。

赤サビを黒色皮膜に転換させ、
サビの進行を防ぎ、強力な
防錆力を発揮します。

水性 １液常温架橋型サビ転換剤水性 １液常温架橋型サビ転換剤

サビキラーＰＲＯサビキラーＰＲＯ
株式会社BAN-ZI株式会社BAN-ZI

１６Ｋｇ、４Ｋｇ
１Ｋｇ、２００ｇ
１６Ｋｇ、４Ｋｇ
１Ｋｇ、２００ｇ

サビに直接塗ることはもちろん、
サビていない部分にもプライマー
代わりに塗布することが可能です。

サビに直接塗ることはもちろん、
サビていない部分にもプライマー
代わりに塗布することが可能です。

速乾型 水性サビ転換塗料速乾型 水性サビ転換塗料

ラスジェットラスジェット
株式会社イチネンケミカルズ株式会社イチネンケミカルズ

１5Ｌ
４２０ｍｌ
１5Ｌ
４２０ｍｌ

あらゆる金属の防錆に使えます。
金属表面を侵したり、色を変えて
しまうことはありません。

あらゆる金属の防錆に使えます。
金属表面を侵したり、色を変えて
しまうことはありません。

水置換性防錆剤水置換性防錆剤

フェリックス １１９フェリックス １１９
株式会社ソーラー株式会社ソーラー

１６Ｌ
１Ｌ
４２０ｍｌ

１６Ｌ
１Ｌ
４２０ｍｌ

特殊エポキシ樹脂が、サビの
原因となる酸素と水分を遮断。
サビ固定化と、防錆力も付与。

特殊エポキシ樹脂が、サビの
原因となる酸素と水分を遮断。
サビ固定化と、防錆力も付与。

１液型サビ固定剤１液型サビ固定剤

サビフィックスサビフィックス
エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社

１８Ｋｇセット
４.５Ｋｇセット
１８Ｋｇセット
４.５Ｋｇセット

キレート化剤がサビ層に深く
浸透しサビを安定化させ、
腐食抑制効果を高めます。

キレート化剤がサビ層に深く
浸透しサビを安定化させ、
腐食抑制効果を高めます。

さび面浸透形プライマーさび面浸透形プライマー

サビを抑制する主なコーティング材サビを抑制する主なコーティング材



ブランドサイト
はこちら

東  京  支  店  ☎03-3632-1682
神奈川営業所  ☎045-959-6051
埼 玉 営 業 所  ☎048-479-4011
千 葉 営 業 所  ☎043-444-4851
つくば営業所  ☎029-841-5600
西東京営業所  ☎0426-21-2011
北関東営業所  ☎0270-40-0141

東 北 営 業 所  ☎0197-66-6721
仙 台 営 業 所  ☎022-788-3961
静 岡 営 業 所  ☎054-349-6711
中 部 営 業 所  ☎0565-47-1681

配送センター  ☎03-3632-1682
東京調色センター   ☎03-3632-1682

神奈川調色センター  ☎045-959-6051
埼 玉 調色センター  ☎048-479-4011
千 葉 調色センター  ☎043-444-4851
つくば調色センター  ☎029-841-5600
西東京調色センター  ☎0426-21-2011
仙 台 調色センター  ☎022-788-3961
静 岡 調色センター  ☎054-349-6711

☎03-3632-1681（大代表） FAX03-3632-2148

商品のお求め、ご相談は当社へ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11

ミリタリーペイント アーミーミリタリーペイント アーミー
屋内外用水性塗料新商品 ターナー色彩株式会社ターナー色彩株式会社

関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社抗ウイルス製品統合ブランド

ＡＮＴＩＶＩＲＵＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＡＮＴＩＶＩＲＵＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
シモダマン
おすすめ商品

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

おすすめポイント

東京支店 滝沢 和也 

ミリタリー調柄を塗料で表現

効果が続くウイルス対策

アーミーグリーン

ネイビーブルー ブルイッシュグレイ チャコールブラック

ウッドブラウン サンドエロー

　「しっくい塗料」は抗ウイルスの
実証試験で、付着したウイルスが
５分で99.9％減少したということ
が確認されています。
　この「アンチウイルス・テクノロジーシリーズ」は、
抗ウイルス効果が簡単で手軽に得られるため、
施主様や一般ユーザーから好評です。
　事務所や住宅のドアノブやスイッチなど、多くの

抗菌・抗ウイルス効果の高い、「しっくい塗料」を活用した
新ブランドです。「しっくい塗料」の効果をより身近に、
使いやすくした商品がラインアップしています。

塗装例

①単色塗りはアウトドア調、複数色塗るとミリタリー調になります。
②乾燥後はマットな質感になります。
③黒板機能があり、チョークは水拭きできれいに消せます。
④金属にも塗ることができます。

屋内外インテリア雑貨等への塗装
　※金属面に塗装する場合は、必ず錆止めを下塗りしてください。

２００ｍｌボトル２００ｍｌボトル
【使用色】：ブルイッシュグレイ
　　　　  ウッドブラウン
【使用色】：ブルイッシュグレイ
　　　　  ウッドブラウン

【使用色】：アーミーグリーン
　　　　  サンドエロー
　　　　  ウッドブラウン

【使用色】：アーミーグリーン
　　　　  サンドエロー
　　　　  ウッドブラウン

全６色全６色

貼るだけ貼るだけ 貼るだけ貼るだけ

接触感染対策
シート

接触感染対策
シート

接触感染対策
テープ

接触感染対策
テープ手すりやドアノブなどに

手すりやドアノブなどに

抗ウイルスマット抗ウイルスマット

置くだけ置くだけはさむだけはさむだけ

抗ウイルス マスクケース抗ウイルス マスクケース

人が触れる場所にすぐ
に貼れ、汚れたらすぐ
に変えられます。
　その効果は最長で
約６か月持続します。
ウイルス対策が、まだ
必要な状況です。感染
対策に使ってみては
いかがでしょうか。


