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クリンカラーＥレジモルクリヤー（新）クリンカラーＥレジモルクリヤー（新）
厚膜２液形エポキシ樹脂床用塗料商品

ﾘﾆｭｰｱﾙ
日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

１液ワイドビーズコートＳｉ／BIO１液ワイドビーズコートＳｉ／BIO
超撥水・ラジカル制御形弱溶剤 NAD 特殊変性シリコーン樹脂塗料新商品 スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社

ハスの葉構造の原理を応用した弱溶剤系塗料

耐久性を維持しながら 作業性と安全性がアップ

１５Ｋｇ、４Ｋｇ

①表面に微細な凹凸を施した超撥水技術で、汚れをよせつけません。
②ツヤ消し塗料でありながら塗膜は微弾性を有します。
③ナノサイズの細孔を通して建物内部の水蒸気を外部に
　発散し、建物の結露を抑えます。
④塗膜表面が濡れにくく、カビや藻などの発生を抑制します。
⑤ＢIOは防カビ剤・防藻剤を配合し、微生物をより抑制します。

透明（ツヤ有）１４Ｋｇセット（主剤１０Ｋｇ、硬化剤４Ｋｇ）

重量物が通行する工場内部などの床面塗装
新設床の塗装、既存床の欠損部補修

①接着性と耐久性を重視した厚膜レジンモルタル仕上げです。
②厚膜（トータル厚膜約５～６mm）で仕上げることができます。
③耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
④樹脂と骨材の配合比が分かりやすく、汎用モルタルミキサー
　での混合が楽になりました。

フォークリフト等重量物の
通路にもおすすめです
フォークリフト等重量物の
通路にもおすすめです

戸建て住宅、事務所・工場、商業ビル等の内外壁

標準色、調色
（ツヤ消し）

超撥水超撥水 高耐候高耐候 ツヤ消しツヤ消し

可とう性可とう性 低汚染低汚染 透湿性透湿性

ヤニ止めヤニ止め 防カビ 防藻防カビ 防藻

■ 1 液ワイドビーズコートSi■ 1 液ワイドビーズコートSi

ハスの葉構造の
原理を応用した
塗膜が、水をよく
はじきます

ハスの葉構造の
原理を応用した
塗膜が、水をよく
はじきます

経年後も良好な状態を維持！！経年後も良好な状態を維持！！

■ 弱溶剤汎用ツヤ消し塗料■ 弱溶剤汎用ツヤ消し塗料

雨水が塗膜に残り
汚れがそのまま
定着します

雨水が塗膜に残り
汚れがそのまま
定着します

コテで施工しますコテで施工します
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スケルトンAQSスケルトンAQS
橋梁用水系塗膜剥離剤橋梁用水系塗膜剥離剤 ナトコ株式会社ナトコ株式会社新商品

クリンナ ウルトラライトパテクリンナ ウルトラライトパテ
内部用　合成樹脂エマルションパテ　一般形薄付け用内部用　合成樹脂エマルションパテ　一般形薄付け用 メーコー株式会社メーコー株式会社新商品

パステルフレーバーパステルフレーバー
遮熱・断熱 ラジカル制御型多彩模様塗料遮熱・断熱 ラジカル制御型多彩模様塗料 菊水化学工業株式会社菊水化学工業株式会社新商品

ベンジルアルコールフリーで作業者の負担を大幅カット

従来品より軽量、なのに同じ面積塗れます

天然石のような彩りで外壁をデザイン

①水系剥離剤で一般的に使われているベンジルアルコールを含みません。
②スケルトンAQと同様に、振ると粘度が低くなり、缶から取り出し
　やすくなります。
③厚塗りしても垂れずに塗膜に付着し、剥離成分がしっかり浸透します。

橋梁、外壁、鋼構造物、
金属製品（鉄）

①従来品より約３Ｋｇ軽量化され、持ち運びも楽になりました。
②研ぎ跡の出にくい良好な研磨性。
③超低粘度のため水を混ぜずにそのまま使えます。

１６Ｋｇ

①単色の外壁を多彩模様に塗り替えることができます。
②遮熱・断熱機能を併せ持ち、より快適な生活環境を実現します。
③紫外線による塗膜劣化の要因「ラジカル」を制御し、外壁の美観を
　長く維持します。

１２Ｌ（約９.６Ｋｇ）

内装用下地調整パテ

石膏ボード等の目地部、ケイカルボード
セメント系基材、スレート、コンクリート
モルタル

施 工 例施 工 例

色 相 基準色 20色（ツヤ有、ツヤ消）

各種サイディング、旧塗膜の改修、新築時の外壁塗装

中塗：１５Ｋｇ
上塗：１５Ｋｇ

橋 梁橋 梁

複層塗材Ｅ マンション外壁複層塗材Ｅ マンション外壁

中塗りのベース色と
上塗りに配合された、
様々な大きさの
カラーチップにより
多彩な色調を表現

中塗りのベース色と
上塗りに配合された、
様々な大きさの
カラーチップにより
多彩な色調を表現

パステルフレーバーで
塗装

パステルフレーバーで
塗装

単色で
塗装
単色で
塗装

缶を振ると流動性が
高まり取り出し
やすくなります

缶を振ると流動性が
高まり取り出し
やすくなります

デザインサイディング
塗り替え例

デザインサイディング
塗り替え例

クリンナ 
ウルトラライトパテ

クリンナ 
ウルトラライトパテ

おすすめ内部施工手順おすすめ内部施工手順

ニューピンデックス
（下中塗り兼用下地調整材）

ニューピンデックス
（下中塗り兼用下地調整材）

クリンナ ＭＡＸパテクリンナ ＭＡＸパテ

ＭＫ
ブリッジテープ

ＭＫ
ブリッジテープ

上塗り
（EP・GP）
上塗り

（EP・GP）

石膏ボード石膏ボード

適応下地
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スーパージョイントＸクリアスーパージョイントＸクリア
内装用アクリル樹脂系充てん材内装用アクリル樹脂系充てん材 コニシ株式会社コニシ株式会社新商品

U－５１Ｔ トレカッターU－５１Ｔ トレカッター
トレカット用専用アタッチメントトレカット用専用アタッチメント 株式会社コバックス株式会社コバックス新商品

アンドレアンドレ
軽度汚染用汎用洗浄剤軽度汚染用汎用洗浄剤 株式会社ミヤキ株式会社ミヤキ新商品

ゴミ・ブツ、タレの除去に効果を発揮

クリアが新たにラインナップ

軽い汚れに使える酸性石材洗浄剤

壁紙のはがれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓枠周りのコーキング
下地のすき間や凸凹補修

①外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。
②ステンレス・アルミのサビが除去できます。
③酸性タイプですがデリケートな素材にも使えるセーフティータイプです。

340ｇ（アルミパック）×6 本入り

石材、タイル、ガラス、ステンレス、アルミ
サイディング、FRP等の洗浄

①ツヤ消しで目立たない仕上がりが可能に。
②柔らかい皮膜です。
③アルミパックなので押し出し性がよく、絞りだしやすい設計です。
④施工箇所が見えやすい色付きノズルです。

１８Ｌ、４Ｌ

トレカット用アタッチメント
板金、車のボディーなどに付いたゴミ等の除去・研磨

・特殊な目詰まり防止加工がしてあります。
・基材にフィルムを使用しています。
・目の粗さ：６タイプ（あらゆる大きさのゴミに対応）

①トレカット専用のアタッチメントです。
②手で研ぐよりも短時間で、美しく均一に仕上げられます。
③パッドの先端が山型になっているので、ゴミやブツをピンポイントで
　除去することができます。
④必要以上に広い面積を研ぎすぎることが防げます。

トレカットトレカット

色 相

荷 姿

クリア

ラスタータイル等の基材は表面を傷める可能性が
あります。基材の表面仕上げ・風化劣化の程度、
使用条件等の条件に応じてご選択ください。
本施工前に、必ずテスト施工を行ってください。

※注意事項

U-51TトレカッターU-51Tトレカッター

トレカット（Ｋ-800）トレカット（Ｋ-800）

★防カビ剤入り★防カビ剤入り

★フタル酸系可塑剤は
使用していません

★フタル酸系可塑剤は
使用していません
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玄々化学工業株式会社玄々化学工業株式会社

モーエンアクアモーエンアクア
木部用水性クリヤー塗料木部用水性クリヤー塗料

モーエン３モーエン３
２液型ウレタン難燃性クリヤー塗料２液型ウレタン難燃性クリヤー塗料

◆低VOC、有害難燃薬剤を使用していません。
◆透明感と肉持ち感が高く、2液タイプの
　ような高級感を表現できます。
◆木質感が生きるクリヤーです。

◆低VOC、有害難燃薬剤を使用していません。
◆透明感と肉持ち感が高く、2液タイプの
　ような高級感を表現できます。
◆木質感が生きるクリヤーです。

国土交通省
不燃材料 大臣認定
（各商品とも）

国土交通省
不燃材料 大臣認定
（各商品とも）

国土交通省
不燃材料 大臣認定
（各商品とも）

国土交通省
不燃材料 大臣認定
（各商品とも） 国土交通省

不燃材料 大臣認定
国土交通省

不燃材料 大臣認定

◆容量等はカタログをご確認ください。◆容量等はカタログをご確認ください。◆不燃材料に不燃認定塗料を使用した場合でも不燃認定を受ける必要があります。◆不燃材料に不燃認定塗料を使用した場合でも不燃認定を受ける必要があります。

◆詳しい仕様や使用条件などは、弊社営業へご相談ください。◆詳しい仕様や使用条件などは、弊社営業へご相談ください。

キャピタルペイント株式会社キャピタルペイント株式会社

ファイヤーブレイク半外部用ファイヤーブレイク半外部用
半外部用２液型ウレタン塗料半外部用２液型ウレタン塗料
特に耐久性が求められる半外部に最適。特に耐久性が求められる半外部に最適。

ファイヤーブレイクF４ファイヤーブレイクF４
２液型ウレタン塗料２液型ウレタン塗料
透明性と不燃性能の両立を
実現！ 白華現象も抑えます。
透明性と不燃性能の両立を
実現！ 白華現象も抑えます。

ファイヤーディレーF4ファイヤーディレーF4
１液型水性塗料１液型水性塗料

木材、合板の防炎処理にお勧め。木材、合板の防炎処理にお勧め。

大阪塗料工業株式会社大阪塗料工業株式会社

NXTウルトラック
木匠不燃システム
NXTウルトラック
木匠不燃システム
屋内木部用２液ウレタン不燃塗料屋内木部用２液ウレタン不燃塗料

◆不燃処理された木材の難燃剤析出を
　高いシール性で抑え、白華を可能な限り
　防ぎます。
◆５分ツヤと全ツヤ消しが
　あり空間デザインに合わせ
　選択できます。

◆不燃処理された木材の難燃剤析出を
　高いシール性で抑え、白華を可能な限り
　防ぎます。
◆５分ツヤと全ツヤ消しが
　あり空間デザインに合わせ
　選択できます。

株式会社シオン株式会社シオン

木守り専科 FIRE Protect木守り専科 FIRE Protect
国産 自然塗料系 木部用塗料国産 自然塗料系 木部用塗料

◆塗るだけで木の延焼を防ぎ、
　防炎効果が期待できる木部塗料です。
◆植物油をベースにホウ酸系防炎成分を
　配合し、環境への安全性と高めています。
◆速乾性、着色性にも
　優れています。

◆塗るだけで木の延焼を防ぎ、
　防炎効果が期待できる木部塗料です。
◆植物油をベースにホウ酸系防炎成分を
　配合し、環境への安全性と高めています。
◆速乾性、着色性にも
　優れています。

（公財）日本防炎協会にて
防炎性能試験を行い
「一定の防炎効果があること」が
認められています

（公財）日本防炎協会にて
防炎性能試験を行い
「一定の防炎効果があること」が
認められています

※キシラデコールUAを塗装
　しても早期で薬剤の溶出に
　よる白華、塗膜の膨れ、
　剥がれが生じる場合があります。

※キシラデコールUAを塗装
　しても早期で薬剤の溶出に
　よる白華、塗膜の膨れ、
　剥がれが生じる場合があります。

大阪ガスケミカル株式会社大阪ガスケミカル株式会社

キシラデコールＵＡキシラデコールＵＡ
不燃・準不燃・難燃木材専用塗料（内装用・油性）不燃・準不燃・難燃木材専用塗料（内装用・油性）

◆白華抑制効果を高める塗料です。
◆浸透タイプで、美しい木目を保ちます。
◆塗布量の調整により、半造膜から厚膜
　塗装も可能です。
◆カラーまたはクリヤー
　仕上げです。

◆白華抑制効果を高める塗料です。
◆浸透タイプで、美しい木目を保ちます。
◆塗布量の調整により、半造膜から厚膜
　塗装も可能です。
◆カラーまたはクリヤー
　仕上げです。

塗料で木材を燃えにくくする技術

おすすめ 不燃・防炎・白華抑制塗料おすすめ 不燃・防炎・白華抑制塗料

不燃材料

準不燃材料

難燃材料

不燃材料

準不燃材料

難燃材料

1.燃焼しないこと
2.防火上、有害な変形、溶融などが生じないこと
3.有害な煙またはガスが発生しないこと

1.燃焼しないこと
2.防火上、有害な変形、溶融などが生じないこと
3.有害な煙またはガスが発生しないこと

加熱開始後20分以上条件を満たす

加熱開始後10分以上条件を満たす

加熱開始後5分以上条件を満たす

加熱開始後20分以上条件を満たす

加熱開始後10分以上条件を満たす

加熱開始後5分以上条件を満たす

性　　能性　　能

コンクリート、レンガなど

厚さ9mm以上の石膏ボードなど

難燃合板、厚さ7mm以上の石膏ボード

コンクリート、レンガなど

厚さ9mm以上の石膏ボードなど

難燃合板、厚さ7mm以上の石膏ボード

例例

ホウ酸系防炎成分を塗料に配合し塗るだけで木材を燃えにくくし、防炎効果が期待できる
木部用塗料の開発も進んでいます。
ホウ酸系防炎成分を塗料に配合し塗るだけで木材を燃えにくくし、防炎効果が期待できる
木部用塗料の開発も進んでいます。

白華現象を抑える塗料も存在します。この塗料は、不燃木材に含ませた不燃薬剤の溶出を抑制し、
木目を生かした着色や、または透明に仕上げることができます。
白華現象を抑える塗料も存在します。この塗料は、不燃木材に含ませた不燃薬剤の溶出を抑制し、
木目を生かした着色や、または透明に仕上げることができます。

近年、木材そのものに防火処理を施す技術が発達し、不燃木材の認証を得た材料も開発・流通
しています。そのほとんどは、木材を燃えにくくするために「不燃薬剤」と呼ばれるものを
木の内部に含ませます。ただこの薬剤が曲者なのです。高い湿度、結露などの水分によって
木の表面に染み出してきて、白く結晶化します。これが白華と呼ばれる現象です。

近年、木材そのものに防火処理を施す技術が発達し、不燃木材の認証を得た材料も開発・流通
しています。そのほとんどは、木材を燃えにくくするために「不燃薬剤」と呼ばれるものを
木の内部に含ませます。ただこの薬剤が曲者なのです。高い湿度、結露などの水分によって
木の表面に染み出してきて、白く結晶化します。これが白華と呼ばれる現象です。

防火材料とは
防火材料は温度が高くなっても、発火までの時間が遅らせるとこができ、
かつ3つの条件と、3つの分類に当てはまるものをいいます。

防火材料とは
防火材料は温度が高くなっても、発火までの時間が遅らせるとこができ、
かつ3つの条件と、3つの分類に当てはまるものをいいます。

木材は可燃性が高いため、無加工な状態では内装制限の対象となる場所に使用する
ことはできません。しかし、不燃塗料・難燃塗料を塗装することで、少なくとも木材表面は
難燃処理されるため、このことが各エリアの消防署で評価されれば、内装制限のある場所での
使用が許可される可能性があります。

木材は可燃性が高いため、無加工な状態では内装制限の対象となる場所に使用する
ことはできません。しかし、不燃塗料・難燃塗料を塗装することで、少なくとも木材表面は
難燃処理されるため、このことが各エリアの消防署で評価されれば、内装制限のある場所での
使用が許可される可能性があります。

建築基準法では劇場や映画館、ホテルなど人が多く集まる建築物や、火気を使用する
キッチン、窓のない居室、3階建て以上で一定面積以上の規模の大きい建物などは、
建築基準法により、内装に防火材料の使用が義務付けられています。

建築基準法では劇場や映画館、ホテルなど人が多く集まる建築物や、火気を使用する
キッチン、窓のない居室、3階建て以上で一定面積以上の規模の大きい建物などは、
建築基準法により、内装に防火材料の使用が義務付けられています。

脱炭素社会の実現に向けた取り組みの高まりを受け、自然素材を利用した建築物が注目を
集めています。また、国が木材利用を促進する法律を制定し、建築材として木材の活用も活発に
なってきました。木目が美しい木材を、ふんだんに使用して仕上げたいというニーズも高まって
います。しかし木材は可燃物のため建築材料として使用するには様々な制限があります。

脱炭素社会の実現に向けた取り組みの高まりを受け、自然素材を利用した建築物が注目を
集めています。また、国が木材利用を促進する法律を制定し、建築材として木材の活用も活発に
なってきました。木目が美しい木材を、ふんだんに使用して仕上げたいというニーズも高まって
います。しかし木材は可燃物のため建築材料として使用するには様々な制限があります。

分 類分 類

条 件条 件

建築基準法と防火材料について建築基準法と防火材料について

新しい技術「防炎塗料」新しい技術「防炎塗料」

白華抑制塗料の登場白華抑制塗料の登場

不燃木材の存在不燃木材の存在

不燃塗料・難燃塗料の役割不燃塗料・難燃塗料の役割木材 注目度と使用制限木材 注目度と使用制限

ファイヤーディレーF４、モーエンアクアファイヤーディレーF４、モーエンアクアおすすめ塗料おすすめ塗料

おすすめ塗料おすすめ塗料 ファイヤーブレイクF４、ファイヤーブレイク半外部用、モーエン３
NXTウルトラック木匠不燃システム、キシラデコールUA
ファイヤーブレイクF４、ファイヤーブレイク半外部用、モーエン３
NXTウルトラック木匠不燃システム、キシラデコールUA

木守り専科FIRE Protect木守り専科FIRE Protectおすすめ塗料おすすめ塗料

種　類種　類

◆木材への通気を遮断し、
　空気中の水分によって起こる
　白華現象を抑制します。 



カタログ
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

抗菌・抗ウイルス防災用段ボール製品抗菌・抗ウイルス防災用段ボール製品
アンチウイルステクノロジーシリーズ新商品 関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

株式会社ホリコー株式会社ホリコー上向きしごき付きＳＸ内容器

上向きくん上向きくん
シモダマン
おすすめ商品

おすすめポイント

つくば営業所 高橋 清人 

企業・工場のBCP対策、備蓄品としても最適

この形が常識を変える！！
　この形は他にはない！！　「上向きくん」の最大の
特徴はしごき面が上にもあるので、ローラーに塗料
が付着せずにしごきができる点です。
　他のメーカーのバケットはしごき面が側面にくる
ので、しごきの最中に塗料がローラーに付いて
しまうこともあるようです。また、別途しごき板を買う
必要もないため経費の削減にもなります。

塗料を入れた状態でしごきができる、「上向きしごき付き
内容器」です。まさにコロンブスの卵的発想で開発されました。
市販のＳＸ用バケットで使用可能！　バケット用ネット不要！
素材に厚みがあり、丈夫で壊れにくい容器です。

7インチローラーまで対応可

SXバケット内用容器

①シックイコーティングによる抗菌・抗ウイルス仕様です。
②段ボール製なので軽量、組み立ても簡単です。
③シックイ加工面に付着したウイルスを５分で99.9％低減。

パーテーション：本体重量5,815g　本体サイズW980mm×Ｄ980mm×Ｈ1800mm（組立時）
トイレ：本体重量1,200g　本体サイズW430mm×Ｄ336mm×Ｈ420mm
ベッド：本体重量5,200g　本体サイズW1920mm×Ｄ730mm×Ｈ250mm

使い方＆コスト、両面
でとてもお得な容器
です。
　新しい形のローラー
バケット用内容器と
なっています。職人
さんの作業効率アップ
に、ぜひおすすめして
ください。

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

サイズ

サイズ

２４０枚入り（大箱）入 数

抗菌・抗ウイルス段ボール製パーテーション抗菌・抗ウイルス段ボール製パーテーション
抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ
抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易ベッド抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易ベッド


