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ドレスアップアートドレスアップアート
窯業サイディングボード改修用水性高耐久多色工法新商品 日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

クールトップセラＦSi / HPシリコントップＦSiクールトップセラＦSi / HPシリコントップＦSi
加硫ゴムシート防水層保護用水性１液アクリルシリコン系つや消し上塗材新商品 スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社

細骨材入り軽歩行タイプの防水層保護・上塗材

サイディングの意匠性を活かした改修に

①両商品とも自己架橋形アクリルシリコン樹脂を使用した
　耐候性、耐久性に優れた設計です。
②UVA・HALS 配合により塗膜の劣化を抑制し、防水層を
　長期間保護します。
③加硫ゴムシート防水、改質アスファルト防水やポリマーセメント系
　塗膜防水への直接塗装が可能です。
④クールトップセラＦSi の全３色とHPシリコントップFSi の
　CSスカイグレー色は高い遮熱性能を有します。

シート防水・塗膜防水など
各種防水層保護に最適
シート防水・塗膜防水など
各種防水層保護に最適

窯業系サイディングボードの塗り替え改修

①色を重ねることで、既存のサイディングの意匠性を活かした
　塗り替えが可能です。
②ツヤなどの仕上がりはクリヤー工程でお選びいただけます。
③２色塗２４パターン、３色塗１２パターン、さらにドレスアップ
　アートプラスを含め、最大１４４パターンの配色が提案できます。

工程イメージ工程イメージ

ドレスアップ
アートフィニッシュ
ドレスアップ
アートフィニッシュ

レンガ調レンガ調

仕上がりにより選択仕上がりにより選択

ドレスアップ
アートプラス
ドレスアップ
アートプラス

模様色凸色
（3色目）
模様色凸色
（3色目）

模様塗凸色
（２色目）
模様塗凸色
（２色目）

目地色
（1色目）
目地色
（1色目）

下塗下塗 外壁材外壁材

各種建築物の防水層保護

１８Ｋｇ（両商品とも）

各種シート防水
（加硫ゴムシート、ゴムアスシート、砂付きアスファルトシートなど）

各種塗膜防水
（ウレタン塗膜防水、ポリマーセメント系塗膜防水など）

各種シート防水
（加硫ゴムシート、ゴムアスシート、砂付きアスファルトシートなど）

各種塗膜防水
（ウレタン塗膜防水、ポリマーセメント系塗膜防水など）
※カラーゴムシート、タールウレタンへは塗装できません※カラーゴムシート、タールウレタンへは塗装できません

適用下地
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Hi-Touch Z A R I A（ハイタッチザリア）Hi-Touch Z A R I A（ハイタッチザリア）
１液型特殊変性エポキシ樹脂塗料１液型特殊変性エポキシ樹脂塗料 大同塗料株式会社大同塗料株式会社新商品

Color Masker（カラーマスカー）Color Masker（カラーマスカー）
布テープ付 養生カラーマスカー布テープ付 養生カラーマスカー 株式会社紙・尾株式会社紙・尾新商品

塩害ガード サビブロック３６５塩害ガード サビブロック３６５
自動車下回りの簡易型防錆剤自動車下回りの簡易型防錆剤 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新商品

１コートで厚膜可能な下塗材

色違いでマーキングに便利なマスカー

スプレーで手軽に防錆処理

①常温乾燥から焼き付け乾燥まで、幅広い乾燥条件に対応。
②多種類の金属に対応しています。
③Ｆ☆☆☆☆認定品であり、鉛・クロム等の有害な重金属を含みません。
④速乾性で高い防錆性を有しています。

各種電気部品、建設機械、産業機械、鉄鋼部品等のプライマー

鋼板（SPCC、黒皮）、亜鉛メッキ鋼板（溶融を除く）、
アルミニウム（6000 番台を除く）、ステンレス（304、430）
鋼板（SPCC、黒皮）、亜鉛メッキ鋼板（溶融を除く）、
アルミニウム（6000 番台を除く）、ステンレス（304、430）

①作業現場をきれいに保つカラフルなマスカーです。
②養生箇所の区分けに最適です。

１６Ｋｇ

①融雪剤（塩化カルシウム等）や潮風によるサビを強力に防ぎます。
②水置換性に優れ錆の原因となる塩分を含んだ水分から
　車体下部を保護します。
③乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。
④すき間に入り込み、金属部品の細部も防錆効果が行き届きます。

環境配慮型塗料
特化則にも対応
環境配慮型塗料
特化則にも対応

３００mm幅×２５m巻（桜色）
５５０mm幅×２５m巻（新緑）
１１００mm幅×２５m巻（青空）
各３０巻入り

３００mm幅×２５m巻（桜色）
５５０mm幅×２５m巻（新緑）
１１００mm幅×２５m巻（青空）
各３０巻入り

塗装、解体工事現場、新築・リフォーム現場等の養生

色 相

サイズ

入 数

白、グレー（N-7.5 程度）

適合素材

自動車下部の防錆（金属部品全般、ラジエーター
マフラー、ボルトナット各部、ホイール）

２４本入り（６本×４箱）

５００ｍｌ

施工箇所例施工箇所例

フロア下フロア下

サスペンションサスペンション

マフラーマフラー
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エスケー プレミアム無機マイルドエスケー プレミアム無機マイルド
超低汚染ハイブリッド二液弱溶剤形無機塗料超低汚染ハイブリッド二液弱溶剤形無機塗料 エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社新商品

水性白アリスーパー家まわり用水性白アリスーパー家まわり用
 土壌用白アリ予防駆除剤 土壌用白アリ予防駆除剤 株式会社吉田製油所株式会社吉田製油所新商品

遠 心 太 助遠 心 太 助
ペイントローラー洗浄器具ペイントローラー洗浄器具 株式会社ホリコー株式会社ホリコー新商品

基礎まわりに最適な白アリ予防駆除剤

ハイブリッド技術＆ラジカルコントロールで超耐候性保持

新発想のペイントローラー洗浄ツール

戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位

①使用後のローラーに付けるだけ。遠心力で塗料を吹き飛ばし
　再利用可能にします。
②手洗いよりも水道代が圧倒的に節約できます。
③使い捨てから再利用へ。環境にもコストにもやさしいエコツールです。

各種ローラーの洗浄

①無機成分をナノレベルで複合化する、無機ハイブリッド技術により
　分子が強い結合力を有し、強じんな塗膜を作ります。
②独自に開発された２層の高緻密シールドがラジカルを抑えます。
③親水性表面を有する無機系塗膜の３つの効果で超低汚染性を実現。

ミニサイズローラー用
スモールローラー用
レギュラーローラー用

ミニサイズローラー用
スモールローラー用
レギュラーローラー用

ラジカルコントロール技術ラジカルコントロール技術

2層のシールドで
ラジカルを抑えます
2層のシールドで
ラジカルを抑えます

わずかに発生したラジカルも
ラジカルキャッチャーが捕捉
わずかに発生したラジカルも
ラジカルキャッチャーが捕捉

白アリから住宅を守ります
白アリから住宅を守ります

希釈不要で簡単に施工できます希釈不要で簡単に施工できます

１５Ｋｇセット（主剤１２.５Ｋｇ、硬化剤２.５Ｋｇ）
３.６Ｋｇセット（主剤３Ｋｇ、硬化剤０.６Ｋｇ）

１０Ｌ、４Ｌ

住宅基礎部分の白アリ予防駆除

①土壌吸着性に優れています。
②有効成分が処理部分に強く定着します。
③環境汚染の低減も実証。水性で環境にもやさしい薬剤です。

色 相 標準色４６色、各色
（ツヤ有り、７分ツヤ有り、５分ツヤ、３分ツヤ）

無機顔料無機顔料 高緻密有機
シールド
高緻密有機
シールド

高緻密無機
シールド
高緻密無機
シールド

ラジカルキャッチャーラジカルキャッチャー

色 相

サイズ

クリヤー

遠心太助　使用方法遠心太助　使用方法

①手持ちの
　インパクトに
　遠心太助を装着

①手持ちの
　インパクトに
　遠心太助を装着

②ローラーに
　差し込 み
　インパクトを
　回転させます

②ローラーに
　差し込 み
　インパクトを
　回転させます

遠心力で塗料が吹き飛ぶ！！遠心力で塗料が吹き飛ぶ！！

簡 単簡 単 時 短時 短
遠心太助遠心太助

ローラーローラー

そしてサスティナブルそしてサスティナブル

ラジカルラジカル



INFORMATIONINFORMATION

ぬくもりある室内ぬくもりある室内

塗って快適
住空間
塗って快適
住空間

内装用 機能性塗料内装用 機能性塗料
調湿 消臭 防カビ 抗菌調湿 消臭 防カビ 抗菌

わらを配合した土壁の魅力を演出
和のテクスチャーが美しい機能性塗材
わらを配合した土壁の魅力を演出
和のテクスチャーが美しい機能性塗材

容 量：１８ｋｇ容 量：１８ｋｇ 色 相：２２色色 相：２２色

施工方法：コテ・吹付施工方法：コテ・吹付

容 量：２０ｋｇ容 量：２０ｋｇ 色 相：白および淡彩色色 相：白および淡彩色

施工方法：ローラー・吹付・コテ施工方法：ローラー・吹付・コテ

容 量：２０ｋｇ容 量：２０ｋｇ 色 相：１６色色 相：１６色

施工方法：ローラー・吹付・コテ施工方法：ローラー・吹付・コテ

容 量：１５ｋｇ、４Ｋｇ容 量：１５ｋｇ、４Ｋｇ 色 相：淡彩色色 相：淡彩色

施工方法：刷毛・ローラー施工方法：刷毛・ローラー
容 量：きよら３.６ｋｇ　はるか７.５Ｋｇ容 量：きよら３.６ｋｇ　はるか７.５Ｋｇ

色 相：１５色色 相：１５色 施工方法：コテ施工方法：コテ

容 量：１８ｋｇ、６Ｋｇ容 量：１８ｋｇ、６Ｋｇ 色 相：１５色色 相：１５色

施工方法：ローラー・吹付施工方法：ローラー・吹付

容 量：２０ｋｇ、１０Ｋｇ容 量：２０ｋｇ、１０Ｋｇ 色 相：２０色色 相：２０色

施工方法：ローラー施工方法：ローラー

容 量：１５ｋｇ、４Ｋｇ容 量：１５ｋｇ、４Ｋｇ 色 相：１８色色 相：１８色

施工方法：刷毛・ローラー施工方法：刷毛・ローラー

容 量：２０ｋｇ容 量：２０ｋｇ 色 相：５１色色 相：５１色
施工方法：吹付・コテ施工方法：吹付・コテ

消臭消臭 調湿

調湿 防カビ防カビ

防カビ防カビ

防カビ防カビ

防カビ防カビ

防カビ防カビ

調湿

日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

パーフェクトインテリア土壁けいそうパーフェクトインテリア土壁けいそう
内装用調湿系珪藻土含有土壁模様こて仕上材内装用調湿系珪藻土含有土壁模様こて仕上材

珪藻土が持つ調湿機能で、室内を快適に
超低VOC、超低臭、ホルムアルデヒド吸着機能
珪藻土が持つ調湿機能で、室内を快適に
超低VOC、超低臭、ホルムアルデヒド吸着機能

スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社

調湿クリーン調湿クリーン
調湿形内装用模様塗材[珪藻土配合]調湿形内装用模様塗材[珪藻土配合]

「土」のやさしさ、豊かさを感じられる仕上がりに
ＴＶＯＣ１％未満の安心設計です
「土」のやさしさ、豊かさを感じられる仕上がりに
ＴＶＯＣ１％未満の安心設計です

エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社

SＫ 調湿ウォールSＫ 調湿ウォール
内装用天然素材セラミック系高調湿塗材内装用天然素材セラミック系高調湿塗材

天然の調湿機能に光触媒機能、Ａｇ（銀イオン）配合
室内の空気を継続的に浄化します
天然の調湿機能に光触媒機能、Ａｇ（銀イオン）配合
室内の空気を継続的に浄化します＋＋

株式会社フッコー株式会社フッコー株式会社フッコー株式会社フッコー

Ｃｌｅａｎ Maker AgＣｌｅａｎ Maker Ag＋＋
クリーンメーカークリーンメーカー

光触媒・銀イオン配合 内装仕上げ塗材光触媒・銀イオン配合 内装仕上げ塗材

容 量：１８Ｌ容 量：１８Ｌ 色 相：５２色色 相：５２色

施工方法：刷毛・ローラー・吹付・コテ施工方法：刷毛・ローラー・吹付・コテ

容 量：２０ｋｇ容 量：２０ｋｇ 色 相：１５色色 相：１５色

施工方法：吹付施工方法：吹付

珪藻土が持つ優れた調湿機能と
抗菌・抗ウイルス性が加わり、上質な空間がつくれます
珪藻土が持つ優れた調湿機能と
抗菌・抗ウイルス性が加わり、上質な空間がつくれます

フジワラ化学株式会社フジワラ化学株式会社フジワラ化学株式会社フジワラ化学株式会社

けいそうどペイントけいそうどペイント
調湿・抗菌・抗ウイルス　珪藻土仕上塗材調湿・抗菌・抗ウイルス　珪藻土仕上塗材

壁に塗る、それだけで 心 地よい空間に壁に塗る、それだけで 心 地よい空間に おうち時間が 増えた今だから 塗 料で 空間を演出おうち時間が 増えた今だから 塗 料で 空間を演出

消石灰からうまれた漆喰塗料
ウイルスなどから空間を守ります
消石灰からうまれた漆喰塗料
ウイルスなどから空間を守ります

消臭消臭 調湿

調湿

抗菌
抗ウイルス

消臭消臭調湿

抗菌
抗ウイルス

消臭消臭調湿

抗菌

消臭消臭調湿 消臭消臭調湿

抗菌

抗菌

消臭消臭

抗菌

関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

アレスシックイアレスシックイ
消石灰系仕上げ塗材消石灰系仕上げ塗材

消臭効果と抗菌効果でクリーンな空間をサポート消臭効果と抗菌効果でクリーンな空間をサポート

アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社

ジョリパット消臭・抗菌 ＪＱ-２０１ジョリパット消臭・抗菌 ＪＱ-２０１
内装専用塗り壁材内装専用塗り壁材

容 量：２０ｋｇ容 量：２０ｋｇ 色 相：８色色 相：８色

施工方法：吹付・コテ施工方法：吹付・コテ

日本古来の天然素材で、奥深い質感と色合いを表現日本古来の天然素材で、奥深い質感と色合いを表現

アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社

ジョリパット爽土 SODOジョリパット爽土 SODO
内装専用塗り壁材内装専用塗り壁材

天然粘土成分の吸着機能が、湿度や臭いを
コントロールし快適な空間をつくります
天然粘土成分の吸着機能が、湿度や臭いを
コントロールし快適な空間をつくります

菊水化学工業株式会社菊水化学工業株式会社菊水化学工業株式会社菊水化学工業株式会社

きよら／はるかきよら／はるか
内装用コテ塗仕上塗材内装用コテ塗仕上塗材

断熱効果・遮熱効果の高いガイナの
内装専用タイプです
断熱効果・遮熱効果の高いガイナの
内装専用タイプです

株式会社日進産業株式会社日進産業株式会社日進産業株式会社日進産業

ガイナ（内装用）ガイナ（内装用）

ターナー色彩株式会社ターナー色彩株式会社ターナー色彩株式会社ターナー色彩株式会社

アイアンペイントアイアンペイント

化学物質を強力に吸着・分解
光触媒機能で抗菌・防カビ効果も発揮
化学物質を強力に吸着・分解
光触媒機能で抗菌・防カビ効果も発揮

大同塗料株式会社大同塗料株式会社大同塗料株式会社大同塗料株式会社

イートシックイートシック
室内環境対応型水性無機質系塗料室内環境対応型水性無機質系塗料

シンプルでぬくもりのある土壁模様を表現
外壁・内壁の両方に塗装できます
シンプルでぬくもりのある土壁模様を表現
外壁・内壁の両方に塗装できます

山本窯業株式会社山本窯業株式会社山本窯業株式会社山本窯業株式会社

テラックス／テラックスＳｉテラックス／テラックスＳｉ
微細粒度多彩陶石土壁吹付仕上微細粒度多彩陶石土壁吹付仕上

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

カラフルなマスキングテープで
おうちの壁を簡単・気軽にデコレーション

カラフルなマスキングテープで
おうちの壁を簡単・気軽にデコレーション

マステでウォールデコマステでウォールデコ

アイアンペイントで小物塗装アイアンペイントで小物塗装

空間づくり。こんなアイデアも・・・空間づくり。こんなアイデアも・・・

テラックスＳｉテラックスＳｉ

防カビ抗菌タイプ防カビ抗菌タイプ

ニチバン株式会社ニチバン株式会社ニチバン株式会社ニチバン株式会社

各種マスキングテープ各種マスキングテープ

塗るだけで鉄や金属の
質感が演出できます
塗るだけで鉄や金属の
質感が演出できます



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

スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社超撥水 ラジカル制御形水系特殊変性シリコーン樹脂塗料

ビーズコートＳｉビーズコートＳｉ
シモダマン
おすすめ商品

カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

おすすめポイント

神奈川営業所
所 長 代 理 東田 拓也

３つの機能の兼用が可能

ハスの葉構造を応用した超撥水性能

①下地調整材、下塗材、主材として兼用できます。
②下地のワレを充填補強し、中性化を防止します。
③水性反応硬化形樹脂のため、各旧塗膜に対し
　高い密着力を発揮します。
④作業性、仕上がり性が良好です。

１６Ｋｇ

塗装仕上げ壁面（内外装）塗替時のシーラーレスフィラー

リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材
エマルションペイント等

　ハスの葉構造を応用したビーズコートＳｉは、
高耐候形特殊変性シリコーン樹脂をベースに、
抜群の耐候性・低汚染性を発揮し、艶消し塗料
では懸念されがちな、タッチアップ時に生じる
厚塗り箇所の艶ムラが生じにくい設計となって
おります。低光沢の落ち着いた仕上りの建物が
増えていく中、これからの
塗り替え市場に
おいて、お客様の
ニーズにマッチし
た性能を有する
ビーズコートＳｉ。
ぜひ一度ご採用
いただき、その素晴
らしさを実感して
いただければと
思います。

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

適応下地

容 量

１６Ｋｇ、３Kg

標準色２４色、各色

容 量

色 相

アレス ホルダーＨＧアレス ホルダーＨＧ
水性反応硬化形微弾性ホールド材新商品 関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

色 相 白色（ツヤ無し）

ローラーが軽く塗りやすい！
下地のワレ補強も

ローラーが軽く塗りやすい！
下地のワレ補強も

イメージ

外壁改修塗装に最適外壁改修塗装に最適

イメージ

撥水性能により水をはじき
カビや藻の発生も防ぎます
撥水性能により水をはじき
カビや藻の発生も防ぎます

①外壁に付いた汚れやほこりを水滴が絡めとり
　長く美観を保ちます。
②ラジカル制御で耐候性に優れ撥水性を維持します。
③塗膜中に形成されたナノサイズの細孔を通して、
　水蒸気を外部に発散。結露を防止します。
④つや消し塗料でありながら可とう性があります。

①外壁に付いた汚れやほこりを水滴が絡めとり
　長く美観を保ちます。
②ラジカル制御で耐候性に優れ撥水性を維持します。
③塗膜中に形成されたナノサイズの細孔を通して、
　水蒸気を外部に発散。結露を防止します。
④つや消し塗料でありながら可とう性があります。




