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フロアピアニフロアピアニ
水系２液型アクリルウレタン樹脂塗料新商品 水谷ペイント株式会社水谷ペイント株式会社

Jメタルシリーズ　Jメタルフッソ/ JメタルシリコンJメタルシリーズ　Jメタルフッソ/ Jメタルシリコン
JIS K 5659　鋼構造物用耐候性塗料　A種 上塗り塗料新商品 日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

簡単に施工できる 高性能２液型フロアー用塗料

JIS K 5659 取得　官公庁工事の適用に特化した塗料

色 相

色 相

適用下地

①独自の２液硬化システム「SYSTEM M」を用いた塗料です。
②主剤・硬化材を混ぜてからの可使時間が、一般的な
　２液型塗料より長く、施工可能です。
③主剤の缶に硬化剤を入れて、よく振るだけで塗装できます。
④速乾性があり３時間（23℃）で軽歩行が可能です。

重量物ＯＫ重量物ＯＫ

屋外塗装ＯＫ屋外塗装ＯＫ

乾燥後はフォークリフト等の重量物の
通行もOKです（23℃ 2日以上）
乾燥後はフォークリフト等の重量物の
通行もOKです（23℃ 2日以上）

耐候性にすぐれ、屋外使用も可能！耐候性にすぐれ、屋外使用も可能！

学校など公共施設、マンション
商業施設などの内外装（新設・改修）

①光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。
②親水化技術により雨だれ汚染から建物をまもり、美観を保ちます。
③弱溶剤系で臭気がマイルドです。
④塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。

一般工場・倉庫、食品工場、機械室・ボイラー室
化学薬品工場、屋内外パーキング、運搬車両使用工場
遊歩道・広場・サイクル道路など

１５.３Ｋｇセット（主剤１５Ｋｇ、硬化材０.３Ｋｇ）
３.０６Ｋｇセット（主剤３Ｋｇ、硬化材０.０６Ｋｇ）

鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面など
※公共工事の場合は、仕様に準じた
　下塗・中塗を　選定してください。

１６Ｋｇセット（塗料液１４Ｋｇ、硬化剤２Ｋｇ）
３.２Ｋｇセット（塗料液２.８Ｋｇ、硬化剤０.４Ｋｇ）

各色（ツヤ有り）

標準色１６色、調色標準色１６色、調色



カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

カタログ
はこちら
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ハガレナインマルチハガレナインマルチ
高耐候多用途テープ高耐候多用途テープ リンレイテープ株式会社リンレイテープ株式会社新商品

Aqurex 水性オイルステイン［濃色］Aqurex 水性オイルステイン［濃色］
屋内木部用 水性塗料屋内木部用 水性塗料 和信化学工業株式会社和信化学工業株式会社新商品

ハイスーパータフハイスーパータフ
耐熱エポキシ接着剤耐熱エポキシ接着剤 セメダイン株式会社セメダイン株式会社新商品

紫外線に強い屋外向け多用途補修テープ

木目を活かす濃色で 色調整しやすい

ハードで強じんな耐熱接着剤 登場

対応材質

色 相

サイズ

色 相

色 相

容 量

①耐熱温度２４０℃、強じんな耐熱性を実現しました。
②１時間で実用強度に達し、素早くハードに硬化します。
③穴埋めや肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくい商品です。
④硬化後は切削や穴あけも可能です。

強力・強じんに接着したい個所
金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め
熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め

５０ｇセット×５セット（中箱）

①従来品と比べ耐候性が格段にアップしています。
②剥離紙レスのためゴミが出ません。
③手切れ性がありカッターやハサミが不要です。
④耐熱・耐候性にすぐれた強粘着アクリル系粘着剤を使用しています。

１４Ｋｇ、３.５Ｋｇ

ビニールハウス・防草シート等の各種シートの
ジョイントおよび補修・補強用途
様々な包装、梱包、結束用途など

①Aqurex 水性オイルステインと比べ、はっきりとした色味に仕上がります。
②着色・下地・仕上げを兼ねる、オールインワンな塗料です。
③密着性が良く、吸い込みムラもおきづらいため使いやすさ抜群です。

※接着できないもの：PP・PE・フッ素樹脂・ポリアセタール

１４色

金属、プラスチック、コンクリート、木材

灰色

階段、手摺、内壁、内装ドア、ドア枠
廻り縁、巾木、カウンターなどの内装木部や
天板などの木工家具全般の着色

８０mm×２０ｍ／２４巻入り

ナチュラル、白、黒



カタログ
はこちら

カタログ
はこちら

カタログ
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ユニガード ウィルス プロテクト ラッカー バージョンユニガード ウィルス プロテクト ラッカー バージョン
抗ウイルス機能 環境配慮型木工用ラッカー塗料抗ウイルス機能 環境配慮型木工用ラッカー塗料 W＆Lユニオン株式会社W＆Lユニオン株式会社新商品

アドクールA Q U AアドクールA Q U A
 水系 屋根・壁用 高日射反射率塗料 水系 屋根・壁用 高日射反射率塗料 N C K 株式会社N C K 株式会社名称変更

 商 品
名称変更
 商 品

ピュアフラット フレックスタイプ ツヤケシ１８０％ピュアフラット フレックスタイプ ツヤケシ１８０％
触感重視型ウレタン２液上塗り塗料触感重視型ウレタン２液上塗り塗料 玄々化学工業株式会社玄々化学工業株式会社新商品

使いやすいラッカー塗料に抗ウイルス機能を追加

放熱機能が熱ごもりを解消 冷めやすい遮熱塗料

温かみのあるしっとりとした触感に仕上げる

塗装方法

色 相

色 相

①ウイルス不活性化効果のある塗料です。
②取り扱いが簡単なので作業効率があがります。
③肌ざわり感がよくシルキータッチな仕上がりです。

店舗、什器等の室内木部全般

①従来の塗料では表現の難しかった、しっとりとした優しい手触りの
　木材の質感を損なわず仕上げる塗料です。
②マット調の塗膜でツヤむらもなく、艶取れ性が良好です。
③無黄変タイプです。

①超微粒子ファインセラミックスによる機能性で、太陽熱のエネルギーを遮ります。
②真球無孔質形状により瞬時に熱を放熱し、熱ごもりを解消します。
③期待耐用年数が長く、機能性も長期にわたり持続します。
④薄膜で平滑性があり、防汚力に優れています。

１４Ｋｇ、４Ｋｇ１４Ｋｇ、４Ｋｇ

戸建て住宅、集合住宅、工場、店舗、公共施設などの
屋根や壁への遮熱塗装（新築・改修）

アドグリーンコートは「アドクールAQUA」に名称変更します アドグリーンGL・EXとも現行商品が無くなり次第

※写真はイメージです※写真はイメージです

標準色１４色（３分ツヤ）
標準色２２色（５分ツヤ）
標準色１４色（３分ツヤ）
標準色２２色（５分ツヤ）

クリヤー（全ツヤ、半ツヤ消し、７分ツヤ消し、全ツヤ消し）クリヤー（全ツヤ、半ツヤ消し、７分ツヤ消し、全ツヤ消し）

一般木工製品、木製内装建材の上塗り

A液（UF-３７-９８Ｐ）：１６Ｋｇ、４Ｋｇ
Ｂ液（ＣＢ-２５２）：４Ｋｇ、１Ｋｇ
ピュアうすめ液（ＴＵ‐１２‐Ｐ）：４Ｋｇ

スプレー

４Ｌ

無鉛
トルエン
キシレン
無

F
★★★★

抗ウイルス
対応

建築基準
対応
国交省

13物質
対応
厚労省

学校環境
対応
文科省

鉛ガイド
対応
東京都

木の温かみある触感を
塗膜が損なわない！
木の温かみある触感を
塗膜が損なわない！

建物内の熱ごもりを解消建物内の熱ごもりを解消

ウイルスが塗膜に
接触すると
不活性化します

ウイルスが塗膜に
接触すると
不活性化します



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

メーコー株式会社メーコー株式会社外部用厚付けパテ

メーコー サイディングパテメーコー サイディングパテ
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

東京支店 志田 涼太

フッソに迫る耐候性を実現！
①ラジカル制御技術により優れた耐候性を有します。
②超低汚染性で美観を長く維持します。
③作業性が良く高い仕上り性を有します。
④幅広い下地適性を有し、使い勝手の良い塗料です。

コンクリート建造物改修塗装

コンクリート、モルタル、木部、鉄、亜鉛メッキ
窯業系サイディング、金属系サイディング、アルミニウム

１４Ｋｇセット（主剤１２Ｋｇ、硬化剤２Ｋｇ）
３.５Ｋｇセット（主剤３Ｋｇ、硬化剤０.５Ｋｇ）

標準色３５色、調色
（ツヤ有り、７分ツヤ、５分ツヤ、３分ツヤ）

　窯業系サイディングに特化したパテです。
メーコー様の人気商品「ガードⅡ」と比べると
4点の特長があります。
　①窯業系サイディングに対して付着力が強い
　②作業性が格段に良い
　③研磨性能が良い
　④希釈不要でそのまま使用できます
注意点ですが、
①金属系サイディング
には使用できません
②上塗は弱溶剤まで
対応可能です
　サイディングボード
にもってこいの商品です。
ぜひ一度、ご提案して
はいかがでしょうか。

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

適用下地

容 量

アレスダイナミックTOPマイルド ２液アレスダイナミックTOPマイルド ２液
弱溶剤形２液高耐候性ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料新商品 関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

①窯業系サイディングボードに特化したパテです。
②環境にやさしい完全水性で嫌な臭いもありません。
③厚付けが可能です。

窯業系サイディングボード、セメント系ボードの補修

２.５Ｌ×２缶／箱

最大塗り厚５ｍｍ塗装仕様

容 量

窯業系サイディングボードの補修に最適窯業系サイディングボードの補修に最適

色 相
従来シリコン樹脂塗料従来シリコン樹脂塗料

高い光沢となめらかな仕上肌

アレスダイナミックTOPマイルド２液アレスダイナミックTOPマイルド２液



INFORMATIONINFORMATION

日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

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

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

外部からの熱の影響を最小限に抑える

スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社

１液水性反応硬化形ハルスハイブリッド シリコン樹脂塗料１液水性反応硬化形ハルスハイブリッド シリコン樹脂塗料

ルーフバリア水性Ｓｉルーフバリア水性Ｓｉ

強じんで光沢保持力の高い塗膜

遮熱色遮熱色

水谷ペイント株式会社水谷ペイント株式会社

水系フッ素樹脂塗料／水系ナノシリコン樹脂塗料水系フッ素樹脂塗料／水系ナノシリコン樹脂塗料

快適サーモW Ｆ/Ｓｉ快適サーモW Ｆ/Ｓｉ

赤外線を効率よく反射させる

日本特殊塗料株式会社日本特殊塗料株式会社

高耐候性１液水性シリコン樹脂屋根用遮熱塗料高耐候性１液水性シリコン樹脂屋根用遮熱塗料

水性パラサーモNEO水性パラサーモNEO

高い反射率で抜群の遮熱性能を発揮

関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

水性屋根用高反射率 フッソ/アクリルシリコン樹脂系塗料水性屋根用高反射率 フッソ/アクリルシリコン樹脂系塗料

アレスクール水性 Ｆ/Ｓｉアレスクール水性 Ｆ/Ｓｉ

耐候性が良く 赤外線を効率よく反射

エスケー化研株式会社エスケー化研株式会社

低汚染・超耐久型 水性フッソ/アクリルシリコン樹脂系塗料低汚染・超耐久型 水性フッソ/アクリルシリコン樹脂系塗料

水性クールタイト フッソ/シリコン水性クールタイト フッソ/シリコン

遮熱性の高い顔料を採用

株式会社ミラクール株式会社ミラクール

ポリカーボネート配合 高耐久トップコートポリカーボネート配合 高耐久トップコート

ミラクールＡＱ1000ミラクールＡＱ1000

ポリカーボネート配合により高耐久を実現

大同塗料株式会社大同塗料株式会社

水性２液型シリコンアクリル樹脂系塗料水性２液型シリコンアクリル樹脂系塗料

ハイルーフ アクアシリコンハイルーフ アクアシリコン

シーラーレスの水系２液タイプ

東日本塗料株式会社東日本塗料株式会社

一液水性反応硬化型・遮熱アクリルシリコン樹脂塗料一液水性反応硬化型・遮熱アクリルシリコン樹脂塗料

シリコンクールシリコンクール

耐候性・対汚染性に優れた遮熱塗料

快適に暮らすため
遮熱・断熱を塗る

日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

水性反応硬化形熱伝導制御サフェーサー水性反応硬化形熱伝導制御サフェーサー

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

熱の伝わり方をコントロールする

関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

超厚膜湿式外断熱材超厚膜湿式外断熱材

Ｚ-wall（ゼット・ウォール）Ｚ-wall（ゼット・ウォール）

超厚膜が塗料で断熱をかなえる

関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

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

ドリームコートドリームコート

熱の伝わり方が 従来の単層弾性材の約
１
５

日本特殊塗料株式会社日本特殊塗料株式会社

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

NTダンネツコートNTダンネツコート

NTダンネツベースとダブル使いで断熱・遮音効果

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

ハイブリッド断熱塗料ハイブリッド断熱塗料

キ・ル・コキ・ル・コ

中空ビーズがすき間なくまざり効果を発揮

東日本塗料株式会社東日本塗料株式会社

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

断熱コート断熱コート

特殊顔料と中空バルーンで断熱＆遮熱

SG化学株式会社SG化学株式会社

水性 遮熱・断熱塗料水性 遮熱・断熱塗料

ダンネストダンネスト

塗料業界初！ 省エネ保証付き断熱塗料

株式会社日進産業株式会社日進産業

水性 セラミック塗料水性 セラミック塗料

ガイナガイナ

独自の技術で快適な居住空間をつくる

屋根・壁用　高日射反射率塗料屋根・壁用　高日射反射率塗料

アドクールAQUAアドクールAQUA

遮熱性・放熱性のダブル効果でクールダウン

NCK株式会社NCK株式会社

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

WEBサイト
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

遮熱塗料遮熱塗料
熱を遮る

熱を遮る熱を遮る

使いやすい　　　　　　の塗料をピックアップしました。
遮熱塗料は効果が高い　　　　を紹介しています。

水性タイプ水性タイプ
屋 根 用屋 根 用

断熱塗料断熱塗料
熱を断つ

熱を断つ熱を断つ

太陽熱のエネルギーや太陽光を反射させ、屋根や建物の表面

温度が上昇するのを抑えます。夏場の強い日差しに最も効果を

発揮し、エアコンの電力消費を抑制するなどが期待できます。

太陽熱のエネルギーや太陽光を反射させ、屋根や建物の表面

温度が上昇するのを抑えます。夏場の強い日差しに最も効果を

発揮し、エアコンの電力消費を抑制するなどが期待できます。

文字通り、熱の移動・伝わりを抑える塗料です。
熱や冷気の移動を防ぎ、夏・冬を通して快適な室温を保ち
やすくなります。また遮音効果もあるため、外からの騒音
や雨音を軽減します。

文字通り、熱の移動・伝わりを抑える塗料です。
熱や冷気の移動を防ぎ、夏・冬を通して快適な室温を保ち
やすくなります。また遮音効果もあるため、外からの騒音
や雨音を軽減します。


