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パーフェクトトゥルーマットパーフェクトトゥルーマット
１液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料新商品 日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

アイカピュアレジンアイカピュアレジン
厚物注型用エポキシ樹脂新商品 アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社

高い透明度と硬度　アレンジ可能なエポキシ樹脂

“真のツヤ消し”  マットでナチュラルな仕上がりに

①主剤と硬化剤を混合・撹拌すれば、高透明のエポキシ硬化物
　が得られます。
②一般的なエポキシ樹脂に比べ、紫外線で黄変しにくく
　耐光性にすぐれます。
③硬化促進剤（触媒）の添加量により、硬化速度を調整できます。
④食品衛生法における食品、添加物等の規格基準に適合。

異素材を組み合わせた
ユニークなテーブル作成
異素材を組み合わせた
ユニークなテーブル作成

木× エポキシ樹脂

戸建て、マンションなどの外壁改修でマットな仕上がりに最適

①完全ツヤ消しでわずかな奥ツヤや底ツヤも出ません。
②ラジカル制御技術を採用し、シリコンを超える高耐候性を実現。
③特殊顔料を配合し、割れにくい塗膜をつくります。
④吸い込み差によるツヤむらを軽減。汚れも付きにくい！

ツヤ消しでありながら割れにくいツヤ消しでありながら割れにくい

一般的な
ツヤ消し塗料
一般的な
ツヤ消し塗料

パーフェクト
トゥルーマット
パーフェクト
トゥルーマット

パーフェクトトゥルーマットは、ツヤ消し塗料として開発されたため
“完全ツヤ消し”が可能となりました。
パーフェクトトゥルーマットは、ツヤ消し塗料として開発されたため
“完全ツヤ消し”が可能となりました。

一般的なツヤ消し塗料は “ツヤ有り”塗料をベースに作られます。一般的なツヤ消し塗料は “ツヤ有り”塗料をベースに作られます。

一般水性ツヤ消し塗料一般水性ツヤ消し塗料

・塗膜強度が向上し割れにくい
・特殊顔料による緻密な塗膜構造で光を乱反射
・塗膜強度が向上し割れにくい
・特殊顔料による緻密な塗膜構造で光を乱反射

空隙があるので
弾性塗材上では
割れやすい

空隙があるので
弾性塗材上では
割れやすい

反射光反射光

樹脂樹脂

顔料顔料

空隙空隙

太陽太陽

レジンテーブル等の製作

２５Ｋｇセット Ａ剤１８Ｋｇ、Ｂ剤６Ｋｇ、Ｃ剤１Ｋｇ
目止め剤１Ｋｇ、トナー２００ｇ
洗浄剤１５Ｋｇ

１５Ｋｇ、４Ｋｇ 色 相 各色（ツヤ消し）

着色トナー６色着色トナー６色

ブラックブラック ブルーブルー グリーングリーンオレンジオレンジイエローイエロー レッドレッド

色 相



カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

木守り専科 杉の赤身けし木守り専科 杉の赤身けし
高機能木部用塗料高機能木部用塗料 株式会社シオン株式会社シオン新商品

ワイドシーラーＢＩＯワイドシーラーＢＩＯ
弱溶剤１液反応硬化形エポキシ樹脂系シーラー弱溶剤１液反応硬化形エポキシ樹脂系シーラー 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

フレッシュアクアＦ ノンスリップシリーズフレッシュアクアＦ ノンスリップシリーズ
オイル調水性フロアー用塗料オイル調水性フロアー用塗料 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リニューアル

商品

日本の杉をもっと活かすために

BIOシリーズに下塗りが追加　バイオ技術でカビや藻を抑制

ツヤ消し仕上げで 滑りにくく自然な仕上がりに

①杉の赤身材（心材）を無垢の白木材（辺材）のように見せることができます。
②赤身材を仕上げ材として利用でき杉材の活用を促します。
③塗ることでクリア塗装では難しかった、杉の屋外での耐候性を高めます。
④杉以外の樹種にも利用可能です。

杉材の赤身けし １６Ｌ、８Ｌ、４Ｌ、１Ｌ

タイプタイプ 用途 塗装回数 塗装方法

HARD

SUPER HARD

WOOD PROTECT

屋内・屋外共用

屋外用 /屋内可

屋外専用

１回塗り

２回塗り

２回塗り

１回塗り＋ふき取り

２回塗り＋ふき取りなし

２回塗り＋ふき取りなし

商　品商　品 用　途
ソフトグリップ

ミドルグリップ

ハードグリップ

※ミドルグリップ・ハードグリップは、木床へはノンスリップ性が強すぎるので注意してください

★下塗りは必ず「フレッシュアクアＦサンディング」をご使用ください

老人福祉施設・保育園・幼稚園などの木質フロアー

手すりや階段の踏み板

椅子の座面等、強力な滑り止めを要する部位

①塗装場所や用途により滑り止め効果が選べます。
②ツヤ有りからツヤ消しまでお好みの仕上がり感を選択できます。
③優れたグリップ性を発揮しながら、しっとりナチュラルな質感にできます。

無塗装無塗装
白
木
材（
辺
材
）

白
木
材（
辺
材
）
赤
身
材（
心
材
）

赤
身
材（
心
材
）

源
平
材

源
平
材

無塗後
１回ふき取り塗装
無塗後

１回ふき取り塗装

１４Ｋｇ

建築物内外壁、廊下壁、階段壁、天井など

コンクリート、モルタル、せっこうボード、
ALCパネル、スレート

①エポキシ樹脂系の密着力の高いシーラーです。
②浸透力が高く、脆弱面への固着性に優れています。
③安全性に配慮した、低毒性の防カビ剤・防藻剤を用いています。

色 相

色 相

クリア

色 相

適用素地

透明

クリヤー（全ツヤ、半ツヤ、全ツヤ消し）１５Ｋｇ、３.５Ｋｇ、０.８７Ｋｇ
保育園・幼稚園や

老人福祉施設などに最適
保育園・幼稚園や

老人福祉施設などに最適

上塗りもBIOシリーズを
使えば

W効果で建物を護ります

上塗りもBIOシリーズを
使えば

W効果で建物を護ります



カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

フローン０１Ｘフローン０１Ｘ
１液カラーウレタン塗膜防水材１液カラーウレタン塗膜防水材 東日本塗料株式会社東日本塗料株式会社新商品

ＥＸクリアＥＸクリア
 耐ＵＶ透明接着剤 耐ＵＶ透明接着剤 セメダイン株式会社セメダイン株式会社新商品

アクアシール１４００ARアクアシール１４００AR
鉄筋腐食抑制型ジェル状シラン・シロキサン系表面含浸材鉄筋腐食抑制型ジェル状シラン・シロキサン系表面含浸材 大同塗料株式会社大同塗料株式会社新商品

紫外線に強く透明が続く 水性接着剤

レベリング性が向上　フローン01の後継商品

低コストでコンクリート構造物を長寿命化

ベランダ、屋上

①有効成分濃度が高く、４～７mmの厚い吸水防止層を形成します。
②浸透性防錆剤が鉄筋位置まで浸透し、鉄筋周辺を非腐食環境に改善します。
③塩化物イオンが浸透した既設構造物対しても効果を発揮します。
④１５年以上の耐久性が実証された「アクアシール１４００」がベースの
　長期耐久性。

コンクリート構造物の保護

①フローン01シリーズは下塗りからトップコートまで全て１液タイプ。
　混合の手間が省け便利です。
②原液のまま砂骨材ローラーで施工できます。レベリング性もよく
　作業性に優れています
③２液タイプに比べても遜色ない性能で、高度な防水機能を発揮します。

①紫外線による変色を抑え、長期間透明が続きます。
②硬化前なら水でふき取りが可能です。
③細かい箇所にも塗りやすい極細ノズルです。
④糸引きがなく、べた付きも少ないため作業性が良好です。

フローン01Ｘセット(15Ｋｇセット／５㎡分）フローン01Ｘセット(15Ｋｇセット／５㎡分）
フローン０１Ｘ：１０Ｋｇ
フローン０１プライマー：２Ｋｇ
フローン０１トップＮ：３Ｋｇ

フローン０１Ｘ：１０Ｋｇ
フローン０１プライマー：２Ｋｇ
フローン０１トップＮ：３Ｋｇ

１８Ｋｇ、１０Ｋｇ

１９ｍｌ×１０本（中箱入り数）１９ｍｌ×１０本（中箱入り数）

ガラス、金属、ゴム、プラスチック（アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル
ＰＥＴ・ＡＢＳ・ポリスチレンなど）、皮革、木材、陶磁器
※接着できないもの：ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム
　フッ素樹脂・ポリアセタール・貴金属・重量物・接着面積がとれないもの

色 相 グレー

荷 姿

透明透明色 相

淡黄色淡黄色色 相１０Ｋｇ

目視点検可能な
コンクリート表面保護材
目視点検可能な

コンクリート表面保護材
吸水防止層吸水防止層

外部からの吸水を抑制し
塩化物イオンの侵入を抑制
外部からの吸水を抑制し
塩化物イオンの侵入を抑制

屋上防水・ベランダ防水に屋上防水・ベランダ防水に

冬場（15℃以下）は
硬化促進剤（１Ｋｇ）の
使用をお勧めします

冬場（15℃以下）は
硬化促進剤（１Ｋｇ）の
使用をお勧めします

下塗から上塗ま
で

セットになった

便利な「ベランダ
セット」

下塗から上塗ま
で

セットになった

便利な「ベランダ
セット」

驚くほどクリア！！驚くほどクリア！！



INFORMATIONINFORMATION

色 相：２色塗２４パターン
　　　３色塗１２パターン
色 相：２色塗２４パターン
　　　３色塗１２パターン

水性水性

水性水性

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

窯業サイディングボード改修用水性高耐久多色工法窯業サイディングボード改修用水性高耐久多色工法

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

ドレスアップアートドレスアップアート

サイディングの形状を活かしてデザイン性を
持たせます。色を重ねることで意匠性を高めます。

容量：１５Ｋｇセット、３Ｋｇセット容量：１５Ｋｇセット、３Ｋｇセット

容量：１５Ｋｇセット容量：１５Ｋｇセット

溶剤溶剤

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

高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー

水性２液形高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー水性２液形高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー

ピュアライド ＵＶプロテクトクリヤーシリーズピュアライド ＵＶプロテクトクリヤーシリーズ

容量：１６Ｋｇセット容量：１６Ｋｇセット

溶剤溶剤

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

弱溶剤２液反応硬化形シリコン変性樹脂意匠性クリヤー（黒色粒入り）
／弱溶剤２液反応硬化形シリコン変性樹脂クリヤー
弱溶剤２液反応硬化形シリコン変性樹脂意匠性クリヤー（黒色粒入り）
／弱溶剤２液反応硬化形シリコン変性樹脂クリヤー

ウォールバリアBP／ウォールバリアＣＲウォールバリアBP／ウォールバリアＣＲ

容量：１５Ｋｇセット容量：１５Ｋｇセット

溶剤溶剤

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

弱溶剤形高耐候性ハルスリッチ特殊シリコン樹脂クリヤー弱溶剤形高耐候性ハルスリッチ特殊シリコン樹脂クリヤー

アレス ダイナミックサイディングクリヤーアレス ダイナミックサイディングクリヤー

容量：１５Ｋｇセット、３.６Ｋｇセット容量：１５Ｋｇセット、３.６Ｋｇセット

溶剤溶剤

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

高意匠性デザインサイディング保護工法高意匠性デザインサイディング保護工法

プレミアムＵＶクリヤーシリーズプレミアムＵＶクリヤーシリーズ

容量：１６Ｋｇセット、４Ｋｇセット容量：１６Ｋｇセット、４Ｋｇセット

溶剤溶剤
水谷ペイント株式会社水谷ペイント株式会社水谷ペイント株式会社水谷ペイント株式会社

窯業系サイディングボード専用クリヤー弱溶剤系２液型シリコン樹脂塗料窯業系サイディングボード専用クリヤー弱溶剤系２液型シリコン樹脂塗料

パワーアシストクリヤーパワーアシストクリヤー

容量：１６Ｋｇセット、４Ｋｇセット容量：１６Ｋｇセット、４Ｋｇセット

溶剤溶剤

日本特殊塗料株式会社日本特殊塗料株式会社日本特殊塗料株式会社日本特殊塗料株式会社

高意匠性サイディングボード用保護クリヤー塗装高意匠性サイディングボード用保護クリヤー塗装

シルビアＵＶカットシリコンクリヤーシルビアＵＶカットシリコンクリヤー

ピュアライド 水性ＵＶプロテクトクリヤーピュアライド 水性ＵＶプロテクトクリヤー

色 相：標準色２４パターン色 相：標準色２４パターン 水性水性

容量：１３.５Ｋｇセット容量：１３.５Ｋｇセット

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

２液水系クリヤー２液水系クリヤー

水系スーパーＵＶコートクリヤーＦ／ＳI水系スーパーＵＶコートクリヤーＦ／ＳI
水性水性

容量：１５Ｋｇ容量：１５Ｋｇ

ＡＧＣコーテック株式会社ＡＧＣコーテック株式会社ＡＧＣコーテック株式会社ＡＧＣコーテック株式会社

窯業系サイディング板 メンテナンスクリヤー仕上材窯業系サイディング板 メンテナンスクリヤー仕上材

ボンフロン水性ＵＶカットクリヤーボンフロン水性ＵＶカットクリヤー
水性水性

容量：１４Ｋｇ、４Ｋｇ容量：１４Ｋｇ、４Ｋｇ

株式会社セブンケミカル株式会社セブンケミカル株式会社セブンケミカル株式会社セブンケミカル

高意匠性サイディングボード用保護クリヤー塗装高意匠性サイディングボード用保護クリヤー塗装

セブン サイディングコートセブン サイディングコート
水性水性

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

窯業系サイディング多彩塗り替え工法窯業系サイディング多彩塗り替え工法

エスケープレミアムTASAI工法エスケープレミアムTASAI工法

仕上げのデザイン性にこだわり、多彩仕上げに
よる表情豊かな壁面を演出します。

色 相：２色仕上げ１６色
　　　３色仕上げ６色
色 相：２色仕上げ１６色
　　　３色仕上げ６色

水性水性
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

窯業系サイディングボード塗替用多彩仕上工法窯業系サイディングボード塗替用多彩仕上工法

WB多彩仕上工法WB多彩仕上工法

専用ローラーを用いて、意匠性の高い
多層構造の仕上がりを得られます。

WB多彩仕上工法は
「認定施工店材料販売制度」をとっています。
詳しくは弊社営業へお問い合わせください。

WB多彩仕上工法は
「認定施工店材料販売制度」をとっています。
詳しくは弊社営業へお問い合わせください。

色 相：２７パターン色 相：２７パターン

水性水性

ＫＦケミカル株式会社ＫＦケミカル株式会社ＫＦケミカル株式会社ＫＦケミカル株式会社

窯業系サイディング塗り替え工法窯業系サイディング塗り替え工法

ＫＦグラデーション工法ＫＦグラデーション工法

模様付の専用ローラーでグラデーション豊かな
多彩仕上げが可能です。
模様付の専用ローラーでグラデーション豊かな
多彩仕上げが可能です。

サイディングを
美しく保つ
サイディングを
美しく保つ

多彩
仕上げ
工法

クリア塗料

サイディングを
保護する

窯業系サイディングボードは外壁材の約80％を占めます。
意匠性やデザイン性も高く、コスト・メリットも高いこと
からサイディング壁は人気があります。
しかし、窯業系サイディングは紫外線や雨などに弱く、
定期的なメンテナンスが欠かせない建材です。
今回は意匠性を損なわず改修塗装が可能な商品を
ピックアップしました。



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

日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社１液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料

パーフェクトトップパーフェクトトップ
シモダマン
おすすめ商品

カタログ
はこちら

おすすめポイント

つくば営業所 塚本 美彦

コンクリートの風合いを復元するデザイン塗装用
①コンクリートのリアルな質感を演出できる塗材です。
②ラジカル制御型のため、紫外線から外壁を守り美観を維持します。
③低汚染性、防カビ・防藻性があり雨筋や黒ずみの汚れが
　付着しにくい設計です。

コンクリート建造物改修塗装

下 　 塗

中塗（2回）

デザイン塗り

アレス水性エポレジン もしくは
アレスダイナミックシーラーマイルド
RCフェイクファンデ中塗FF543
RCフェイクファンデ

アレス水性エポレジン：１５Ｋｇセット
アレスダイナミックシーラーマイルド：１５Ｋｇセット
RCフェイクファンデ中塗FF543：１５Ｋｇ、４Ｋｇ
RCフェイクファンデ：１６Ｋｇ、４Ｋｇ

　ラジカル制御型ハイブリット高対候性塗料の
パイオニアである「パーフェクトトップ」は発売より
10周年。これまでにシリーズとして６０万棟の実績
を持ち、優れた耐候性で、強く、安心の品質で住まい
を快適に塗り替えます。
　この度、ブランドリニューアルとして、製品パッ
ケージの刷新とブランドロゴも新しくなりました。
また、完全ツヤ消し
として「パーフェクト 
トゥルーマット」が
発売されました。
幅広いラインアップ
と、優れた品質と
機能を誇る、
パーフェクトトップ
を、引き続きよろし
くお願いします。

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

塗装仕様

容 量

RCフェイクファンデRCフェイクファンデ
コンクリート打放し調水性塗料新商品 関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

新築時のような装いを演出新築時のような装いを演出

選ばれ続ける３つの理由選ばれ続ける３つの理由

２０２２
グッドジョブキャンペーン

２０２２
グッドジョブキャンペーン
キャンペーン応募期間キャンペーン応募期間

第３回 １０月１日～１０月３１日
第４回 １１月１日～１２月３１日
対象商品を購入するともらえるチケットの
シリアルナンバーから応募します。
新しくなったパーフェクトシリーズのご案内に
ぜひ当キャンペーンをご活用ください。
詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

実績実績
シリーズ累計
戸建て６０万棟分を
突破する

圧倒的な販売実績

シリーズ累計
戸建て６０万棟分を
突破する

圧倒的な販売実績

技術技術
紫外線から
住まいを守る

ラジカル制御型塗料の
パイオニア

紫外線から
住まいを守る

ラジカル制御型塗料の
パイオニア

安心安心
すぐれた
品質・性能を

コストパフォーマンス
よく提供

すぐれた
品質・性能を

コストパフォーマンス
よく提供

豪華景品を
揃えています

豪華景品を
揃えています

パーフェクトトップの販売開始から１０周年を記念し、
パーフェクトシリーズのブランドをリニューアル！
パーフェクトトップの販売開始から１０周年を記念し、
パーフェクトシリーズのブランドをリニューアル！

ラジカル制御形塗料のパイオニアが10周年ラジカル制御形塗料のパイオニアが10周年




