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PROTECTON インテリアウォールVKコートPROTECTON インテリアウォールVKコート
室内用高機能（抗ウイルス・抗菌）コーティング剤新商品 日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

レドックス 抗菌・抗ウイルス・消臭コートレドックス 抗菌・抗ウイルス・消臭コート
抗菌・抗ウイルス・消臭コート新商品 株式会社ミヤキ株式会社ミヤキ

光を必要としない次世代型 抗菌・抗ウイルスコート

淡彩から濃彩まで選べる プロテクトンシリーズが追加

１０Ｋｇ、１Ｋｇ

①高い抗菌性・抗ウイルス性で有害な細菌の活性化を大幅に抑制。
②空気中の「酸素・水」により酸化還元反応を繰り返すことで、
　効果が長期間持続します。
③成分はすべて食品添加物で構成され、安全性も高いです。
④悪臭の原因である有害物質や細菌を酸化により分解します。

インテリアウォール ＶＫコート：半透明
インテリアウォール ＶＫコート 専用中塗： 各色

ツヤ有り、7 分ツヤ有り
 5分ツヤ有り、3分ツヤ有り（ ）

インテリアウォール ＶＫコート： ２Ｋｇ
インテリアウォール ＶＫコート 専用中塗：15Ｋｇ、４Ｋｇ

マンション、戸建て、教育施設、商業施設、病院など
抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適

①専用中塗りの効果により淡彩から濃彩まで選べ、また、
　ツヤ調整も可能になりました。
②塗膜表面に付着したウイルス・菌を９９％抑制します。
③薄膜でありながら耐久性があり、水拭き５００回後も
　ウイルスを抑制します。

安全・安心をプラスして
全ての人が快適に過ごせる生活へ

安全・安心をプラスして
全ての人が快適に過ごせる生活へ

壁、天井、窓ガラス、カーテン、什器、AV機器類、
家具等の持続型抗菌・抗ウイルス・消臭

色相色相
〈PROTECTONインテリアウォール商品マップ〉〈PROTECTONインテリアウォール商品マップ〉

レドックス抗菌・抗ウイルス・消臭コートの
メカニズム

VK-500
VK-200
VK-500
VK-200

VKコート
＆

専用中塗

VKコート
＆

専用中塗

つやつや

濃彩濃彩

マンション・戸建てマンション・戸建て

病院病院教育施設教育施設

中彩中彩

淡彩淡彩

ツヤ消しツヤ消し

RDRD 酸化活性体酸化活性体

還元還元

還元還元

酸化酸化

酸化酸化

酸化酸化

・酸素を受け取る
・水素を失う
・電子を失う
・酸化数増加

・酸素を受け取る
・水素を失う
・電子を失う
・酸化数増加

・酸素を失う
・水素を受け取る
・電子を受け取る
・酸化数減少

・酸素を失う
・水素を受け取る
・電子を受け取る
・酸化数減少

は同時に生じる表裏の関係は同時に生じる表裏の関係とと

レドックスレドックス
水水酸素酸素

有害物質や
細菌・ウイルス
有害物質や
細菌・ウイルス

＋＋

酸化分解・不活性化酸化分解・不活性化

３分３分 5分5分 7分7分 ありあり

RDRD

RDRD
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Aqurex 木部用ウレタン［抗ウイルス]Aqurex 木部用ウレタン［抗ウイルス]
屋内木部用水性ウレタン塗料屋内木部用水性ウレタン塗料 和信化学工業株式会社和信化学工業株式会社新商品

ユニガード ウイルス プロテクト ラッカー バージョンユニガード ウイルス プロテクト ラッカー バージョン
環境配慮型木工用塗料環境配慮型木工用塗料 株式会社W＆Lユニオン株式会社W＆Lユニオン新商品

ZEROカーボＮソイルZEROカーボＮソイル
低炭素型自然土系防草舗装材低炭素型自然土系防草舗装材 グリーン＆ウォーター株式会社グリーン＆ウォーター株式会社新商品

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

塗　膜塗　膜

99.9％の抗ウイルス効果を持つ高性能な水性ウレタン塗料

ラッカー塗料に抗ウイルス機能を追加しバージョンアップ

天然素材から作られた土系舗装材・防草材
★大がかりな重機は不要です★大がかりな重機は不要です

固化材
海のにがり成分
固化材

海のにがり成分

＋＋ ＋＋
天然無機系保水材
火山灰シラス

天然無機系保水材
火山灰シラス

基盤材
自然石粉・山砂など
基盤材

自然石粉・山砂など

★簡単に施工できます★簡単に施工できます

カーボンニュートラル・ＳＤＧｓへの
取り組みにも活用できます

１立米あたり102.6KgのCO2を固定
（40年人工杉林の約11.6本分／年間）

★天然系素材にも関わらず
　コンクリート並みの
　一軸圧縮強度を有します

★天然系素材にも関わらず
　コンクリート並みの
　一軸圧縮強度を有します

①塗装部に付着したウイルスの 99.9％を不活性化し抑制・減少させます。
②抗ウイルス効果は光触媒メカニズムで持続します。
③速乾＆低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強じんな塗膜を作ります。
④刷毛・ローラーを選ばずきれいな仕上がりを実現します

床、階段、手すり、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、
巾木、カウンター、収納扉等の内装木部や天板など

①ウイルス不活性化効果のある塗料です。
②肌触り感がよくシルキータッチな仕上がりです。
③使いやすさ、取り扱いは簡単で作業効率が上がります。

１４Ｋｇ、３.５Ｋｇ

①セメント不使用で天然素材のため、自然土として再利用可能です。
②強度が高く駐車場としても使用可能です。
③空気中の二酸化炭素を固定します。カーボンニュートラルに対応。
④透水性があり、保水性も兼ね備えヒートアイランド対策にもなります。

４Ｌ

店舗、什器等の室内木部全般

全ツヤ、半ツヤ消し、7分ツヤ消し、全ツヤ消し艶

園路、歩道、広場、駐車場の舗装や防草対策 ２０Ｋｇ、１ｔ

施 工 イ メ ー ジ施 工 イ メ ー ジ
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Ｇ-D o c t o r  ピュアフラット抗菌 抗ウイルス塗料Ｇ-D o c t o r  ピュアフラット抗菌 抗ウイルス塗料
2液型ポリウレタン系上塗塗料2液型ポリウレタン系上塗塗料 玄々化学工業株式会社玄々化学工業株式会社新商品

木守り専科 VIRUS Protect木守り専科 VIRUS 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 株式会社シオン株式会社シオン新商品

RCカラーレイヤーＳｉRCカラーレイヤーＳｉ
打放しコンクリート保護クリヤー仕上げ打放しコンクリート保護クリヤー仕上げ 菊水化学工業株式会社菊水化学工業株式会社新商品

浸透型木部塗料初！　抗ウイルス塗料

特殊銀化合物配合で安全性に優れています

打放しコンクリートの持つ質感を生かした、カラー工法

内装ドア、ドア枠、廻り縁、カウンター等の内装木部や天板など

①コンクリート表面にクリヤー皮膜を形成し、保護と美観を維持します。
②強じんな塗膜が建物を風雨や紫外線などから長期にわたり保護します。
③壁面に発生するカビや藻の発生を抑制し、塗膜の劣化を防ぎます。
④下塗り１回上塗り１回の塗布だけで仕上がります。

住宅、ビル、マンション、店舗、
事務所、その他一般建築物の仕上げ

①無機抗菌、抗ウイルス剤を最適な状態で配合しています。
②家具、建材向けの 2液型ポリウレタン塗料と同様に使用できます。
③木質感のある自然な仕上がりが得られます。
④耐汚染性、耐薬品性、耐変色性に優れており、高性能な塗膜です。

ＲＣカラーレイヤー下塗：１６Ｋｇ
ＲＣカラーレイヤーＳｉ   ：１５Ｋｇ

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

１６Ｌ、８Ｌ、４Ｌ、１Ｌ

屋内木部専用
抗ウイルス

抗菌 防カビ

①亜麻仁油等に抗ウイルス効果を付加しました。
②銀系無機抗菌剤をはじめ、シリカと青森ヒバオイルを使用することで
　高い抗ウイルス（＋抗菌）効果を実現。
③塗料の伸びがよく、1リットルあたりの塗り面積が広いです。
④きわめて低臭で安心してお使いいただけます。

色 相 クリア

５０％ツヤ消し、７０％ツヤ消し、
１００％ツヤ消し、１５０％ツヤ消し

色 相 クリア

色 相 標準色１０色（ツヤ有り、ツヤ消し）

木部をアルコールやハイター等で
除菌し続けると、木へのダメージが
蓄積していきます。
木守り専科は撥水性等があり、
塗膜が効いている間は抗ウイルス
（＋抗菌）効果は落ちず、木への
ダメージを軽減できます。

艶

ＰＯＩＮＴ
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カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
カタログ
はこちら

おおすす すすめめ
東日本塗料株式会社東日本塗料株式会社

断熱コートEX断熱コートEX
１液水性反応硬化型シリコン変性アクリルエマルション断熱塗材１液水性反応硬化型シリコン変性アクリルエマルション断熱塗材

トップコートレスで工期短縮が可能に！トップコートレスで工期短縮が可能に！

日本特殊塗料株式会社日本特殊塗料株式会社

NTダンネツコートNTダンネツコート
アクリルシリコン樹脂エマルション弾性タイプ断熱塗料アクリルシリコン樹脂エマルション弾性タイプ断熱塗料
下塗りNTダンネツベースとダブル
使いで、強力な断熱・防音効果
下塗りNTダンネツベースとダブル
使いで、強力な断熱・防音効果

SG化学株式会社SG化学株式会社

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
魔法瓶効果で省エネ効果を発揮魔法瓶効果で省エネ効果を発揮

NCK株式会社NCK株式会社

アドグリーンコートアドグリーンコート
屋根・壁用 水系高日射反射率塗料屋根・壁用 水系高日射反射率塗料
超微粒子ファインセラミックスが
高反射と放熱のダブルブラインド
超微粒子ファインセラミックスが
高反射と放熱のダブルブラインド

日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

パーフェクトクーラーサーフパーフェクトクーラーサーフ

パーフェクトクーラーベストパーフェクトクーラーベスト
水性反応硬化形熱伝導制御サーフェーサー水性反応硬化形熱伝導制御サーフェーサー

水性ラジカル制御高耐候屋根用高日射反射率（遮熱）塗料水性ラジカル制御高耐候屋根用高日射反射率（遮熱）塗料

遮熱効果のあるパーフェクトクーラーベストと組み合わせ、
断熱機能とダブル反射で熱の影響を最小限にとどめます
遮熱効果のあるパーフェクトクーラーベストと組み合わせ、
断熱機能とダブル反射で熱の影響を最小限にとどめます

株式会社日進産業株式会社日進産業

ガイナガイナ
水性 セラミック塗料水性 セラミック塗料

独自の技術で快適な居住空間をつくります独自の技術で快適な居住空間をつくります

関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

Z-wal l（ゼット・ウォール）Z-wal l（ゼット・ウォール）
超厚膜湿式外断熱材超厚膜湿式外断熱材

ドリームコートドリームコート
湿式外断熱躯体保護防水仕上材湿式外断熱躯体保護防水仕上材

超厚膜の中塗り材Ｚ-wallと、断熱・防水機能が高い
上塗り材ドリームコートの「スーパー断熱工法」で快適に
超厚膜の中塗り材Ｚ-wallと、断熱・防水機能が高い
上塗り材ドリームコートの「スーパー断熱工法」で快適に

株式会社シンマテリアルワン株式会社シンマテリアルワン

キ・ル・コキ・ル・コ
ハイブリッド断熱塗料ハイブリッド断熱塗料

中空ビーズが均一にすき間なくまざり、効果を最大限に発揮中空ビーズが均一にすき間なくまざり、効果を最大限に発揮

熱伝導（熱の移動）を抑える塗料

熱や冷気の移動を防ぎ、室内の

温度上昇や低下を抑える

熱伝導（熱の移動）を抑える塗料

熱や冷気の移動を防ぎ、室内の

温度上昇や低下を抑える

断熱塗料断熱塗料

太陽光を反射する塗料

外壁や屋根に当たる太陽光を反射し

室内の温度上昇を抑える

太陽光を反射する塗料

外壁や屋根に当たる太陽光を反射し

室内の温度上昇を抑える

遮熱塗料遮熱塗料

断熱塗料と遮熱塗料はメカニズムが違います。ポイントは以下の通りです。断熱塗料と遮熱塗料はメカニズムが違います。ポイントは以下の通りです。

よく似た塗料に遮熱塗料があります。
遮熱塗料はその名の通り、熱を遮断する
機能があります。夏場の強い太陽光を反射
することで、室内の温度上昇を抑えます。

よく似た塗料に遮熱塗料があります。
遮熱塗料はその名の通り、熱を遮断する
機能があります。夏場の強い太陽光を反射
することで、室内の温度上昇を抑えます。

断熱とは、熱伝導を抑えることで、熱の移動を極力
減らす状態をいいます。断熱塗料はこの仕組みを
用い、外壁や屋根に塗装することで、熱を伝わりに
くくします。夏は外気の熱の侵入を防ぎ、冬は温め
られた室内の温度を逃がさず、室内の温度を一定
に保ちます。

断熱とは、熱伝導を抑えることで、熱の移動を極力
減らす状態をいいます。断熱塗料はこの仕組みを
用い、外壁や屋根に塗装することで、熱を伝わりに
くくします。夏は外気の熱の侵入を防ぎ、冬は温め
られた室内の温度を逃がさず、室内の温度を一定
に保ちます。 熱の移動を抑え

室内温度を一定に保つ
熱の移動を抑え

室内温度を一定に保つ

夏 すずしく夏 すずしく

冬 あたたか冬 あたたか

室内の空気室内の空気

遮熱塗料との違い遮熱塗料との違い

断熱塗料の一番の特長は、室温を一定に保つ
効果が得られることです。夏の強い日差しに
よる室内の温度上昇を防ぎ、冬は室内の暖気
が外に逃げることを減らします。
そのため冷暖房機器の使用が抑えられ、
省エネ効果が期待できます。

断熱塗料の一番の特長は、室温を一定に保つ
効果が得られることです。夏の強い日差しに
よる室内の温度上昇を防ぎ、冬は室内の暖気
が外に逃げることを減らします。
そのため冷暖房機器の使用が抑えられ、
省エネ効果が期待できます。

断熱塗料のメリット断熱塗料のメリット

断熱塗料には防音効果もあります。未塗装の
状態に比べで、外からの騒音や屋根にあたる
雨音が軽減します。
このほかにも、結露の抑制効果が得られます。

断熱塗料には防音効果もあります。未塗装の
状態に比べで、外からの騒音や屋根にあたる
雨音が軽減します。
このほかにも、結露の抑制効果が得られます。

断熱塗料のメリット断熱塗料のメリット

断熱塗料 おすすめる際のポイント断熱塗料 おすすめる際のポイント

断熱と遮熱 比較断熱と遮熱 比較

断熱の仕組みとは？断熱の仕組みとは？

断熱断熱

断熱断熱

遮熱遮熱プラス 断熱断熱 遮熱遮熱プラス

プラス
断熱断熱

断熱断熱
断熱断熱

断熱断熱

断熱断熱
遮熱遮熱

遮熱遮熱

遮熱遮熱 プラス断熱断熱 遮熱遮熱
プラス

太陽光で
暖められた
空気

太陽光で
暖められた
空気

断熱塗料の効果は分かりにくい場合があります。室温
上昇の原因はいくつもあり、断熱塗料だけではカバー
しきれないこともあります（建物の構造上の問題など）。
断熱塗料には、一つの製品で『断熱＋遮熱』二つの
機能を有するものや、中塗りと上塗りを組み合わせる
ことで、断熱と遮熱効果が得られるものもあります。
製品によって特長や塗装仕様は様々です。
迷った時はぜひ弊社営業担当へご相談ください。

断熱塗料の効果は分かりにくい場合があります。室温
上昇の原因はいくつもあり、断熱塗料だけではカバー
しきれないこともあります（建物の構造上の問題など）。
断熱塗料には、一つの製品で『断熱＋遮熱』二つの
機能を有するものや、中塗りと上塗りを組み合わせる
ことで、断熱と遮熱効果が得られるものもあります。
製品によって特長や塗装仕様は様々です。
迷った時はぜひ弊社営業担当へご相談ください。

建　物建　物

塗　膜塗　膜 塗　膜塗　膜

建　物建　物

断　熱断　熱 遮　熱遮　熱

１

２

断熱機能に加えて、遮熱・放熱機能を持つものなど
とくにおすすめ塗料をピックアップしました
断熱機能に加えて、遮熱・放熱機能を持つものなど
とくにおすすめ塗料をピックアップしました



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

メーコー サイディングパテメーコー サイディングパテ
外部用厚付けパテ新商品 メーコー株式会社メーコー株式会社

大阪ガスケミカル株式会社大阪ガスケミカル株式会社木材保護塗料

キシラデコールキシラデコール
シモダマン
おすすめ商品

おすすめポイント

千葉営業所 幸山 大貴

サイディングボード専用　キズ・へこみの補修に最適

発売から50余年、木材塗料の定番ブランド
　数あるラインナップの中から特にイチオシの
商品が「フォレステージHS」です。
　従来品と比べて、抜群の「高耐候」を誇り、
「高着色」性能でしっかり木材に浸透して色付き
がよく、退色した古材の塗り替えにも最適です。
また、防腐・防カビ・防虫効果も高く、木材
をよりしっかりと保護することができます。

・キシラデコール

・キシラデコール フォレステージ

・キシラデコール フォレステージHS

・キシラデコール アクオステージ

・キシラデコール コンゾラン

・キシラデコールＵＡ

・キシラデコール インテリアファイン

・キシラデコール インテリアファイントップコート

①窯業系サイディングボードのキズやへこみの補修に最適な
　厚付け用パテです。
②最大塗り厚を５mmまでに抑えることで、作業性がアップ。
③環境にやさしい完全水性です。嫌な臭いもありません。

２.５Ｌ

窯業系サイディングボード、セメント系サイディングボード
　※金属系のサイディングボードへの塗布は避けてください

ポリペール缶（１箱に２缶入り）

キシラデコールシリーズ商品が対象

６月よりキャンペーンが
始まります。対象商品
ご購入者1000名様に
オリジナルキャップが
プレゼントされます。
詳しくは、弊社へお問い
合わせください。

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

適応下地

容 量 荷 姿

コラボキャンペーン 実施コラボキャンペーン 実施 6月1日～ 7月31日

抜群の作業性で、
しっかり穴埋めできます
抜群の作業性で、

しっかり穴埋めできます

屋外用 油 性 浸透型 １６色

屋外用 油 性 低 臭浸透型 １８色

屋外用 油 性 高耐久・高着色

高耐久・高着色

高耐久

浸透型 ９色

屋内用 油 性 白華抑制浸透型 １４色

屋内用 水 性 抗 菌浸透型 １２色

屋内用 水 性 造膜型 クリヤー

屋外用 水 性 浸透型 １２色

屋外用 水 性 造膜型 20色

×× ハチオウジ工務店ハチオウジ工務店

上塗り後も
目立ちませ

ん
上塗り後も

目立ちませ
ん

穴埋め箇所穴埋め箇所

先着順で
コラボキャップが
プレゼント




