
現 場 のお困りごとを解 決します！

現 場 環 境 改 善 のすす め
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T H L ホ ー ル ディン グス の
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https://thl-hd-ec.site/
THL通販サイト 検索

製品は通販サイトでも購入可能です
カタログ掲載以外の環境改善商品を多数取り揃えております

代理店

株式会社THL（東北ライティング）

北陸管理本部
〒���-����
石川県金沢市矢木�丁目���番地
TEL：���-���-����
FAX：���-���-����

〒���-����
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���
TEL  ���-���-���� 
FAX  ���-���-���� 

本社

株式会社THL総合電設
〒���-����
岡山県倉敷市東富井���-��
TEL：���-���-����
FAX：���-���-����

株式会社Proワーク照明
〒���-����
石川県金沢市窪�丁目���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-����

お困りごとをトータルソリューションで解 決！

支店・営業所　東北/関東/北関東/静岡/北陸/東海/関西/岡山/広島/四国/九州/熊本

新型コロナウィルス感染拡大を抑止するためお客様のご要望がない限り
営業訪問を自粛しております。
お問い合わせやご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください。

0800-1111-505

HD管理本部
〒���-����  
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-���� 

本社
〒���-����  
石川県金沢市窪�丁目���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-����

株式会社THLホールディングス 0120-689-690

https://thl-hd.com THL 検索ホームページ

照明製品に関するお問い合わせ先： info@t-ecol.com各事業に関してのお問い合わせ先： info@thl-hd.co.jp

相談窓口

一般社団法人 非常食備蓄支援機構
協賛団体
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社員の皆様が
気持ち良く働ける職場作り。
THLホールディングスが

お手伝いします。

THLホールディングスについて

非常食の備蓄はされていますか？

集中豪雨 ・ 水害対策
ウォーターダム

作業環境改善
床塗料 / 床補修剤 / 防錆塗料

環境温度対策 / 省エネ対策
ガイナ / ゼロシート

環境温度対策 / 省エネ対策
ルーフシェード

P19

P18消臭 ・ ウイルス対策
サニティシステム

抗菌 ・ ウイルス対策
抗菌Qゲート

P06
・
P07

P04
・
P05

P14
〜
P17

P08
・
P09

P10
・
P11

■ 多機能性断熱塗料 ガイナ(GAINA)

■ 窓ガラス用透明遮熱シート
　ゼロシート(ZEROSHEET)

■ 時間とコストを削減！床塗料シリーズ

■ 作業性大幅アップ！床補修剤

■ 錆を補修・補強！防錆シリーズ

■ 折板屋根向け遮熱工法 ルーフシェード
屋根の上に風通しの良い日陰をつくり、ECOでお得に
クールダウン。作業する方々の働きやすさと、空調光熱
費の削減を実現！

■ 1回通るだけで抗菌効果が24時間持続
ランニングコストは専用薬液と電気代だけ。施設内に
ウイルスを持ち込ませない、たった5秒の感染対策で
職場の安全を守ります。

■ オゾンでのチカラで強力除菌・消臭
細菌やウイルスの99％を除菌。操作も簡単で全自動。
除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に変換し、
空間を安全な状態に戻します。

■ 自動展開式土嚢 ウォーターダム
これまで主流とされてきた土嚢に代わる浸水対策！
持ち運び可能で設置も簡単。収納時は丸めて保管
できる、コンパクトな軽量設計です。

●宇宙の技術を暮らしの中へ

ガイナの展開
宇宙技術を応用したガイナは、一般的な住居やマンションのほか、
工場などの大規模構造物から、キャンピングカーや仮設トイレなど、
さまざまな場面で利用され、さらなる展開が期待されています。

宇宙航空研究開発機
構（JAXA）は、H-Ⅱ
ロケットの開発に際し
て、打ち上げ時の熱か
ら機体および人工衛星
を守るために、ロケッ
トの先端部（フェアリ
ング）に塗布する断熱
技術を開発。

ガイナは、宇宙技術を応用し、
（株）日進産業が
開発・製造している
民生用商品です。

民間転用

【写真提供】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構

®

【資料提供】
独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

●施設／マンション／オフィス

●倉庫／野地板／喫煙室

●飲食店／ホテル／寺社

●船舶／キャンピングカー／仮設トイレ

老人ホームの屋上・外壁に塗布。

レストランの天井・壁に塗布。

冷蔵倉庫屋根に塗布。

船舶の甲板に塗布。

マンションの外装・内装に塗布。

ホテルの天井・壁に塗布。

瓦屋根家屋の野地板に塗布。

キャンピングカーの内装に塗布。

オフィスの天井に塗布。

寺院の内装に塗布。

喫煙室の内壁に塗布。

ガ
イ
ナ
の
展
開

仮設トイレの外装に塗
布。

14 15

P12
・
P13

https://thl-hd-ec.site/
THL通販サイト 検索

製品は通販サイトでも購入可能です
カタログ掲載以外の環境改善商品を多数取り揃えております
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ウイルス対策は
万全ですか？

抗菌・ウイルス対策

抗菌Ｑゲート

Qゲート抗
菌 が職場の安全を守ります。

１回通るだけで抗菌効果が��時間続く１回通るだけで抗菌効果が��時間続く

本 編 動 画

【消滅Ｑ】【消滅Ｑ】
抗菌Ｑゲート専用薬液

◆ 菌・ウイルスの増殖を抑制
抗菌Ｑゲート用に開発された専用薬液です。独自のナノ密着技術
で成分の複合化に成功、強力な抗菌効果で消滅Ｑに触れた菌やウ
イルスに大きなダメージを与え不活性化させます。

◆ 人にやさしい成分配合
成分の一つ一つはとても弱く、人にやさしいものを使用しています。
塩素系は不使用、万が一身体に触れてしまった場合も安心です。
　※急性経口毒性試験・皮膚一次刺激性試験済み。
　※アルコール過敏症の方は使用をお控えください。

  様々な効果が
実証済み！

【ウイルス増殖環境 消滅Q】による抗菌
ウイルス菌 抗菌剤に触れて… 活動を停止！新たなウイルスが付着!!

OUCH!
……

Yeah!

抗菌剤 抗菌作用を１日キープ!

【従来対策】（アルコール除菌）

ウイルス
菌

除菌剤に触れて… いったん勢力が
減退しますが…

OUCH!

……

Yeah!

除菌剤 小まめな除菌が必要…

※イメージ ※イメージ

一日中、繰り返す必要が… 抗菌効果が
��時間持続!!

ウイルス
増殖環境

【従来対策】と【消滅Ｑ】の比較【従来対策】と【消滅Ｑ】の比較

当社では抗菌Ｑゲート通常販売の他に工場・倉庫様向けのレンタルプランも
ご用意しております。詳細につきましては別途お問い合わせください。

導入をご検討のお客様へ I N F O R M A T I O N

容　　量：��Ｌ
噴射目安：約�,���回
（※�回あたり約�㏄使用の場合）

通販サイト

コ
チ
ラ
か
ら

定価：��,���円定価：��,���円
※レンタルプランの場合

��,���円

■全ての菌やウイルスに効果があるわけではありません。　■使用環境などにより効果が異なります。　■病気治療や予防を目的とした商品ではありません。
■本製品は衣類などに付着した菌やウイルスに対する使用を目的としたもので人体に使用することを目的としている製品ではありません。

■
ゲ
ー
ト
を
通
過

ゲート型立ち止まらずに抗菌
　　　ウォークスルータイプ
立ち止まらずに抗菌
　　　ウォークスルータイプ

設置場所によって選べる２タイプ設置場所によって選べる２タイプ

➀
セ
ン
サ
ー
作
動

➁
ミ
ス
ト
噴
射
中
に
回
転

壁付け型設置場所を選ばない
　　　　　省スペースタイプ
設置場所を選ばない
　　　　　省スペースタイプ

ハン
ドセンサー

手
を
か
ざ

すと上からミストが
噴

射
し
ま
す

各￥238,000（税抜）
※専用薬剤は別売となります

※抗菌効果に差はありません

センサーは頭上設置も可能です。

新型コロナウイルス✓ インフルエンザ✓ ノロウイルス　etc...✓

セレモニーホール プロ野球球団クラブハウス 教育施設

設置事例 「抗菌Ｑゲート」は一般企業
以外にもさまざまな施設で
導入されています。

ランニングコストは専用薬液費と電気代だけ⸺ランニングコストは専用薬液費と電気代だけ⸺
施設内にウイルスを持ち込ませない、たった５秒の感染対策。施設内にウイルスを持ち込ませない、たった５秒の感染対策。

超強力な【ウイルス増殖環境　消滅】を
ベースに開発された専用薬液を使用
しているので抜群の効果です。

◆Point◆

���ml：�,���円
���ml：�,���円
���ml：�,���円
���ml：�,���円

 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。●仕様等予告なく変更になる場合がございます。

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます
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サニティシステムはアイルランド農林水産省
によりＥＵライセンスを発行されています。
(PCS番号 100807,100808,100809,100810)

オゾン発生量 1,000m g/h
適応範囲目安 ～50m3

使用環境条件 温度4～38℃   相対湿度 0%～90％
オゾン除去装置 有り
電源 110 / 250V、50 / 60 H2
設置出力 35W 以下
外形寸法（W×D×H）  300 × 121 × 233 mm
 （突起含まず。取手含む場合はH282mm）

構造 AISI 430 スチール
質量 3Kg 

オゾン発生量 10,000m g/h
適応範囲目安 ～400m3

使用環境条件 温度4～38℃   相対湿度 0%～90％
オゾン除去装置 有り
電源 110 / 250V、50 / 60 H2
設置出力 150W 以下
外形寸法（W×D×H）  300 × 260 × 620 mm
 （突起含まず。取手含む場合はH678mm）

構造 AISI 430 スチール
質量 13Kg 

消臭・ウイルス対策

除菌・消臭 サ二ティシステム

サニティシステムとは？

SANITY SYSTEM JAPAN
もっと詳しく株式会社タジマモーターコーポレーション

製品ラインアップ

SANY PLUS （サニープラス） [CGO-SPU] ￥620,000（税抜）SANY CAR （サニーカー） [CGO-SCU] ￥450,000（税抜）

お子様や
高齢者、
ペットにも
安全です

ついに日本にも上陸︕︕

カーディーラー レストラン

動物病院

救急車

病院 エステサロン

ホテル・旅館

研究室

欧米を中心に54 ヶ国に展開するイタリアのオゾン除菌機メー
カーです。官公庁、公共施設、宿泊施設、カーディーラーなど
グローバルに12,000以上の場所でご利用いただいております。

環境

効率
空間サイズごとの適正なプログラムによりオゾンが空
間に広がり、織物素材にも浸透。手の届きづらく病原
菌などが繁殖しやすい場所にも行き渡り除菌します。

安全
除菌プログラムの最後に残存オゾンを回収して酸素に
還元するので、室内のものや機械にダメージを与えず、
速やかに室内の使用が可能です。

オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻る
ので危険な残留化学物質はなく、後で拭きとる手間も
ありません。

《サニティシステムのしくみ》
サニティシステムは、空間にあわせおよそ1～3 ppmの高
濃度オゾンを発生させ、オゾンの酸化作用によって除菌・消
臭するシステムです。
（図の１→２→３→４の順番でプロセスが進行します）

空間にあわせ１～３ppmまでの高濃度オゾンを発生させ、
酸化作用によって、超強力除菌・消臭。

Point 1

空間サイズに合わせて除菌に必要な濃度と時間を制御してい
るので器物に損傷を与えません。

Point 2

持ち運び簡単で、いつでもお手軽に︕　コンセントにさして、
２タッチの“簡単操作”。

Point 3

1

4 2

3

※全てのウイルスや菌を除去できるものではありません。
※記載した機能・効果はSanity System International社の発表によるものです。

オゾンは３つの酸素原子(O)からなる酸素(O₂)の同素体です。
O₃の状態は不安定な性質のため、３つの酸素原子のうちの一
つを他の物質に与えて安定できる酸素（O₂）に戻ろうとする性
質（酸化作用）があります。
強い酸化力を持つのが特徴で、過酸化水素、塩素、次亜塩素酸
より強いとされています。空気中や物質表面の細菌や臭いの原
因物質を酸化させることで除菌する効果を持ちます。

菌やウイルスと
共に消滅

菌やウイルス
と結合

酸素原子（O）

酸素（O2）

O
O

O
O O

O

オゾン（O3）

N N H H
O

H H
S S O O

N
H

H

H H H
O

H H
O

悪臭
アンモニア（2NH3）オゾン（O3） 窒素（N2） 水（H2O） 水（H2O） 水（H2O）

H H
O

窒素（S） 水（H2O） 酸素（O2）
悪臭

硫化水素（H2S）

O
O

O

オゾン（O3）

O
O

O

オゾン
【消臭】の
しくみ

オゾン
【除菌】の
しくみ

除菌・消臭の
　　メカニズム

仕様等予告なく変更になる場合がございます。

室内まるごと
オゾンのチカラで
安全・安心な空間に

99%
除菌 ※

細菌やウイルスの
��％を除菌
細菌やウイルスの
��％を除菌

新型コロナウイルス

大腸菌

黄色ブドウ球菌

サルモネラ菌

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます
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折板屋根向け遮熱工法 ルーフシェード
環境温度対策 / 省エネ対策

公共交通機関 事務所 /工場 冷凍倉庫 リサイクル施設

工場の多くは折板屋根。

数多くの施設で利用されています 

夏季の折板屋根の表面温度は ��℃ 以上
最大 ��℃ 低減    冷暖房費 ��％ 省エネ

約��℃
低減

金属製折板屋根の表面温度

屋根の上にメッシュシートで
影を作るというシンプルな構造
屋根の上にメッシュシートで
影を作るというシンプルな構造

専用工具で圧着、施工は短期間工法もシンプル。

屋根に風通しの良い日陰をつくり

ECOでお得にクールダウン !屋根に風通しの良い日陰をつくり

ECOでお得にクールダウン !屋根に風通しの良い日陰をつくり

ECOでお得にクールダウン !

夏 冬

���� 年の台風 �� 号や
�.�ｍの積雪にも耐える強度

耐久年数：約 �� 年

���� 年の台風 �� 号や
�.�ｍの積雪にも耐える強度

耐久年数：約 �� 年

細幅のシートを採用することで
空気の流動性を促すと共に

風圧を分散

細幅のシートを採用することで
空気の流動性を促すと共に

風圧を分散

「作業する方々の働きやすさ」 と 「空調光熱費」 対策に！「作業する方々の働きやすさ」 と 「空調光熱費」 対策に！

折板屋根向け遮熱工法

工期は短期（1,000㎡を2日）で簡易。1㎡あたり1.2kg程度なので屋根への負担も少ないです。
屋根に直接傷をつけずに施工できるので、取り外しや移設も可能。賃貸物件にもオススメです。

部品点数は � つだけ。

施工前後の夏季屋根表面温度変化（12月）
「ルーフシェード」施工前赤 ・ 施工後青の温度変化

施工前後の夏季屋根表面温度変化（7月）
「ルーフシェード」施工前赤 ・ 施工後青の温度変化

●ルーフシェード　耐久年数：��年以上　単価：�,���円～/㎡
※材料費・施工費を含めた目安の価格です（足場費用等は別途）。

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

遮熱効果・保温効果

導入事例

施 工 動 画
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環境温度対策 / 省エネ対策 環境温度対策 / 省エネ対策

多機能性断熱塗料 ガイナ(GAINA) 窓ガラス用透明遮熱シート ゼロシート(ZEROSHEET)特殊セラミックから生まれた断熱塗料

W���mm×��ｍ W���mm×�.�ｍ W���mm×�.�ｍ（�枚入）

ゼロシートは軟質塩ビシートに紫外線や太陽熱を吸収する金属ナノ粒子を練り混ぜた透明遮熱シートです。

ガラスの採光性は維持しながら、太陽の近赤外線の侵入を抑え、肌を刺すようなジリジリ感を減少させ室内の
温度上昇を抑えます。窓際の温度上昇を抑えるので冷房機器使用量が減り、省エネ効果が期待できます。

室内の暖房熱（遠赤外線）が屋外に出にくくなるので
保温効果が期待できます。

商品やカタログ、床、カーテン、壁面などを褐色劣化させる
原因、シミ・ソバカスなど身体への悪影響の原因である
紫外線を約��％カットします。

冬夏

【貼ることが出来るガラス面】
    （平らな面に限ります）
    ・透明ガラス（但し、�㎡未満）
    ・スリ板ガラス、くもりガラス（但し、�㎡未満）
    ・型板ガラス（但し、�㎡未満）
    ・透明複層ガラス
　  （但しゼロシートW��×���cm �枚で貼れるガラス）

    ・網入りガラス（但し、�㎡未満）

※上記はあくまで目安です。熱割れ現象が起きないことを
　保証するものではありません。

粘 着 剤（ノリ）が 付 いてい な いツルツルなシートなのに、
ガラスに密着する自己吸着タイプの遮熱シートです。
貼付後でもシートの端からきれいに剥がせます。

粘 着 剤（ノリ）が 付 いてい な いツルツルなシートなのに、
ガラスに密着する自己吸着タイプの遮熱シートです。
貼付後でもシートの端からきれいに剥がせます。

ゼロシート貼付ガラスを新聞紙の上に置いて屋外へ１日放置。 紫外線カット効果↓
�� ～ ��℃

�� ～ ��℃

-��℃の温度差

ガイナ

一般塗料
遮熱性能比較図

暑さ対策暑さ対策

断熱・遮熱

寒さ対策寒さ対策

断熱・保温

騒音対策騒音対策

遮音・防音

さらにさらに
防露・耐久
安全・不燃

におい対策におい対策

空気質改善

ガラス飛散防止効果

紫外線を約��％カット

近赤外線を約��％カット

（賃貸物件でも使用可）
きれいに剥がせる

ガイナ施工面

未施工箇所

製品仕様   用途に合わせた３展開製品仕様   用途に合わせた３展開

また、虫は紫外線に集まる習性（走光性）があり、夜間は
室内の蛍光灯が発する紫外線に集まります。
ゼロシート貼付後は窓ガラスの室外側に出る紫外線を
カットするため、虫が窓ガラスに寄り付きにくくなります。 

光学特性・近赤外線カット性能

ロケット開発で培われた最先端の断熱技術！

未施工 / ガイナ施工箇所の比較

紫外線カット性能・防虫効果

　　　　   は熱の均衡化で
快適な環境を実現し冷暖房費を削減！
　　　　   は熱の均衡化で
快適な環境を実現し冷暖房費を削減！

ゼロシートで
紫外線を��％カット！
ゼロシートで
紫外線を��％カット！

独自の新技術により、
夏の暑さや冬の寒さだけでなく
騒音やにおいにも対応することができます！

独自の新技術により、
夏の暑さや冬の寒さだけでなく
騒音やにおいにも対応することができます！

宇宙の技術を暮らしの中へ応用

民間転用

  ガイナは宇宙技術を応用し、
（株）日進産業が開発・製造している
  民生用商品です。

●宇宙の技術を暮らしの中へ

ガイナの展開
宇宙技術を応用したガイナは、一般的な住居やマンションのほか、
工場などの大規模構造物から、キャンピングカーや仮設トイレなど、
さまざまな場面で利用され、さらなる展開が期待されています。

宇宙航空研究開発機
構（JAXA）は、H-Ⅱ
ロケットの開発に際し
て、打ち上げ時の熱か
ら機体および人工衛星
を守るために、ロケッ
トの先端部（フェアリ
ング）に塗布する断熱
技術を開発。

ガイナは、宇宙技術を応用し、
（株）日進産業が
開発・製造している
民生用商品です。

民間転用

【写真提供】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構

®

【資料提供】
独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

●施設／マンション／オフィス

●倉庫／野地板／喫煙室

●飲食店／ホテル／寺社

●船舶／キャンピングカー／仮設トイレ

老人ホームの屋上・外壁に塗布。

レストランの天井・壁に塗布。

冷蔵倉庫屋根に塗布。

船舶の甲板に塗布。

マンションの外装・内装に塗布。

ホテルの天井・壁に塗布。

瓦屋根家屋の野地板に塗布。

キャンピングカーの内装に塗布。

オフィスの天井に塗布。

寺院の内装に塗布。

喫煙室の内壁に塗布。

ガ
イ
ナ
の
展
開

仮設トイレの外装に塗
布。
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高熱から機体を守る特殊塗料高熱から機体を守る特殊塗料

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

���,���円
※�,���円 / ㎡

���,���円
※�,���円 / ㎡ �,���円�,���円 ��,���円��,���円

驚異的な断熱・遮熱効果で、ビルや工場などの
空調費の大幅な軽減を可能とします。

●宇宙の技術を暮らしの中へ

ガイナの展開
宇宙技術を応用したガイナは、一般的な住居やマンションのほか、
工場などの大規模構造物から、キャンピングカーや仮設トイレなど、
さまざまな場面で利用され、さらなる展開が期待されています。

宇宙航空研究開発機
構（JAXA）は、H-Ⅱ
ロケットの開発に際し
て、打ち上げ時の熱か
ら機体および人工衛星
を守るために、ロケッ
トの先端部（フェアリ
ング）に塗布する断熱
技術を開発。

ガイナは、宇宙技術を応用し、
（株）日進産業が
開発・製造している
民生用商品です。

民間転用

【写真提供】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構

®

【資料提供】
独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

●施設／マンション／オフィス

●倉庫／野地板／喫煙室

●飲食店／ホテル／寺社

●船舶／キャンピングカー／仮設トイレ

老人ホームの屋上・外壁に塗布。

レストランの天井・壁に塗布。

冷蔵倉庫屋根に塗布。

船舶の甲板に塗布。

マンションの外装・内装に塗布。

ホテルの天井・壁に塗布。

瓦屋根家屋の野地板に塗布。

キャンピングカーの内装に塗布。

オフィスの天井に塗布。

寺院の内装に塗布。

喫煙室の内壁に塗布。

ガ
イ
ナ
の
展
開

仮設トイレの外装に塗
布。
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【写真提供】
  独立行政法人宇宙航空研究開発機構

※内装用ガイナは、室内空気環境の安全性の目安となるF☆☆☆☆（フォースター）を
　取得しています。

●宇宙の技術を暮らしの中へ

ガイナの展開
宇宙技術を応用したガイナは、一般的な住居やマンションのほか、
工場などの大規模構造物から、キャンピングカーや仮設トイレなど、
さまざまな場面で利用され、さらなる展開が期待されています。

宇宙航空研究開発機
構（JAXA）は、H-Ⅱ
ロケットの開発に際し
て、打ち上げ時の熱か
ら機体および人工衛星
を守るために、ロケッ
トの先端部（フェアリ
ング）に塗布する断熱
技術を開発。

ガイナは、宇宙技術を応用し、
（株）日進産業が
開発・製造している
民生用商品です。

民間転用

【写真提供】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構

®

【資料提供】
独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

●施設／マンション／オフィス

●倉庫／野地板／喫煙室

●飲食店／ホテル／寺社

●船舶／キャンピングカー／仮設トイレ

老人ホームの屋上・外壁に塗布。

レストランの天井・壁に塗布。

冷蔵倉庫屋根に塗布。

船舶の甲板に塗布。

マンションの外装・内装に塗布。

ホテルの天井・壁に塗布。

瓦屋根家屋の野地板に塗布。

キャンピングカーの内装に塗布。

オフィスの天井に塗布。

寺院の内装に塗布。

喫煙室の内壁に塗布。

ガ
イ
ナ
の
展
開

仮設トイレの外装に塗
布。
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●ガイナ(GAINA)　耐久年数：��～��年以上　単価：�,���円～/㎡
※材料費・施工費を含めた目安の価格です（足場費用等は別途）。
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集中豪雨 ・ 水害対策

自動展開式土嚢 ウォーターダム(WATER DAM)

ご自宅や事業所に（幅5.2ｍ使用）ご自宅や事業所に（幅5.2ｍ使用） 施設や事業所、店舗の周辺に（幅15.2ｍ使用）施設や事業所、店舗の周辺に（幅15.2ｍ使用）

5.2m

9.1ｍ

6.0m

9.1ｍ

15.2ｍ

10.0kg

19.0kg

20.0kg

24.0kg

39.7kg

480,000円

732,000円

570,000円

922,000円

1,268,000円
35cm

35cm

水害対策製品「WATER DAM（ウォーターダム）」 は、持ち運びが簡単で多くの人手を必要としません。
場所を選ばずにどこでも設置が可能、製品内部に水や空気を入れたりする必要もありません。
展開時の頼りになる大きな見た目に対して、収納時の丸めた状態はとてもコンパクトな軽量設計です。
企業やご家庭、市街地などの備えにぜひご活用ください。

水位が上昇するとバリアが自動展開し、水の重みで安定します。

● 簡単設置＆片付け

■ 一般用 / 業務用 ■ 

■ 福島モデル ■ 

● 保管の場所をとりません

ロール縛り形状バッグ形状

収納時の形状は以下の通りです。
※サイズによって形状が変わります。

・ 高耐久PVCコーティングポリエステル生地使用
・ 湿気ダメージに強く、－40℃～＋50℃での
   環境下での長期保存が可能です

設置後でも車も歩行者も通行できます設置後でも車も歩行者も通行できます
※止水後は車両や車輪の大きさにより通行できない場合があります。※止水後は車両や車輪の大きさにより通行できない場合があります。

WATER DAM

（仕様）
Ａ： 超強化PVCコートポリエステル
Ｂ： 伸縮機能パーテーション
Ｃ： 固定補助用ループ
Ｄ： 亜鉛メッキ鋼板
Ｅ： ループ（持ち手／乾燥時使用）
Ｆ： 浮き部

集中豪雨・洪水など、水害のトラブルが増えています。集中豪雨・洪水など、水害のトラブルが増えています。

 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

駐車場に車やバイクを停めているが、
車両水没の危険性がある。
駐車場に車やバイクを停めているが、
車両水没の危険性がある。

大量の土嚢を設置するための人手が
確保できそうにない。
大量の土嚢を設置するための人手が
確保できそうにない。

土嚢の保管場所が確保できない。
災害時には、すぐに取り出したい。
土嚢の保管場所が確保できない。
災害時には、すぐに取り出したい。

止水高 横幅 重さ 定価

止水高 横幅

60cm

60cｍ

155cm

140cｍ

140cｍ

奥行

奥行 重さ 定価

15cm

9.1ｍ

1,020,000円

1,468,000円

1,196,000円

1,744,000円

1,710,000円

2,532,000円15.2ｍ

9.1ｍ

15.2ｍ

9.1ｍ

15.2ｍ

62.9kg

103.9kg

38.6kg

62.9kg

30.4kg

50.2kg

■ 業務用 ■ 
止水高 横幅

324cｍ

324cｍ

268cｍ

268cｍ

200cｍ

200cｍ

奥行 重さ 定価

50cm

67cm

81cm

水を止めるウォーターダムの仕組み

ウォーターダムの設置方法 導入例

水害対策はお済みですか？
ウォーターダムなら
持ち運び可能で設置も簡単！

水害対策はお済みですか？
ウォーターダムなら
持ち運び可能で設置も簡単！

● ジョイントできて横幅が拡張可能①持ち運んで①持ち運んで ②広げれば設置完了②広げれば設置完了 ③抜群の安定感③抜群の安定感

これまで主流とされてきた土嚢に代わる浸水対策！

13

使用動画

一般家庭から業務用まで

形状・価格

連結することで長さを調整することができます連結することで長さを調整することができます

※使用される必要な横幅プラス2ｍ以上でお考えください。
※1.5ｍ～2ｍ間隔でウエイトを設置してください。

補助金/助成金
対象製品

※自治体により非対象となる場合がございます
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作業環境改善

床塗料シリーズ

コンクリートに床塗料を塗布
し引張付着試験をしました。
結果、4N/ｍ㎡の力を加えても
塗料は剥がれず、コンクリート
母体が破壊されました。

【引張付着試験】

ご注意ください
※新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過してから塗装してください。
※旧塗膜がある場合、不活性塗膜は除去してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、
特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合は
2回塗りの必要があります。仕様については右ページ【使用方法】をご確認ください。

使用上の注意
●屋内専用です。屋外に使用する際は、16時間以上乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、当社製品の【耐候床041】などで上塗り塗装を行ってください。
●床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
●保管条件によっては、硬化剤が固化分離することがあります。その際は、缶を30℃位のぬるま湯で湯煎してください。
●気温5℃以上、湿度80％以下の環境で十分に換気しご使用ください。
●作業状況に応じて5％（混合後の重量比）を限度に当社製品の【EPレデューサー】を使用し希釈してください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早目に使い切るようにしてください。

※施工後、約2週間経過した状態。
　従来品に比べタイヤ痕がほとんどついていない。

※油汚れもウエスで拭くだけで。

カラー

■色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。　■床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
※注：高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには】のみです。

グリーン ライトグリーン グレー ライトグレー スカイブルー

42-50L 39-60L N-75N-60 69-50T

オレンジ

12-50V

イエロー

19-75X

アイボリー

22-80H

ブラウン

09-40L

ホワイト

N-95

高耐候ホワイト※注

調色対応
日塗工
色番号で
指定

N-95

色見本

名　称
日塗工色番号 ※10セット以上の

　発注単位です。

※イメージ

※近似色

独自のナノ密着技術でコンクリートに
しっかり密着して長期間剥がれにくく
塗り替え回数が減りコスト大幅ダウン

油などの汚れやタイヤ痕も付きにくく
きれいな床を長期間維持

塗装が不可能と言われてきた油の浸透した床でも簡単に塗ること
ができる専用の製品を開発
油を抑え込むのではなく、馴染ませ吸収する独自の技術でたとえ
油があっても床にしっかり密着

【誰でもできる】をコンセプトに開発した床塗料はプライマーも
下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装可能！
プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に

ご注意ください
※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。
※こびり付いた油（汚泥など）がある場合は、除去してください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合は、お問い合わせください。

何故  染めＱの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

※試験の為に油溜りを作り塗装
しています。
　塗装する際は、可能な範囲で
油溜りを除去していただくと、
密着力が更に上がります。

【油床塗装試験】

驚異の密着力！ 長期間キレイな床が続く 状況に応じた様々なラインナップ

プライマー・下塗りの必要なし

油があっても

タイヤ痕も付きにくく

1

point

point

2

point 3

point 4

STEP1
下処理

STEP2
床塗料

コンクリート床

床塗料工程図

工程表

※一例

※一例

Before

After

使用方法
■下処理
①床の汚れ、汚泥や不活性塗膜などをしっかり除去してください。
②新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過後、表面に付着しているレイタンスをペーパーなどで除去してください。
③素地調整の後、ダスト類の除去を行い、油分の多い箇所はシンナー脱脂を行ってください。
④塗装範囲外をマスキングテープやマスカーなどで養生してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合や、水分を含む床面の場合は、お問い合わせください。
※旧塗膜の上から塗装する際は、足付けをすることでより付着性が上がります。
※溶剤に弱い旧塗膜に塗装する際は、チヂレなどの不具合が起きる場合がある為、ご使用前に目立たない箇所でテストを行い塗膜の状態を確認してください。
■混合
①混合前に主剤と硬化剤をそれぞれ、電動撹拌機などで粘度が均一になるまで攪拌してください。
②主剤と硬化剤を1：1（重量比）で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。
※塗料は1時間程度（気温20℃の環境下での目安）で使い切れる量を混合してください。（夏場などの高温時は15分程度を目安に調整してください。）
■塗装（刷毛またはローラーを使用し塗装します。）
【1回塗り：1回塗りで十分な塗膜が形成できる場合】
①300g/㎡を目安に、コンクリート素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
【2回塗り：新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合】
①1回目は250g/㎡を目安に、コンクリート素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
②3時間程度乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、2回目を300g/㎡を目安に塗装してください。
◇乾燥させてください。（乾燥時間は、製品ごとの乾燥時間をご参照ください。）
◇使用後の容器、工具類は【EPレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

※油の浸透した床には【床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも】をご使用ください。

油の浸透した床でもしっかり密着！
油が浸透し、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面でも
しっかり密着。

油の染み込んだコンクリート床に 床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも

適応範囲 ： 油の浸透したコンクリート床 / 乾いたコンクリート床  / 旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
塗布面積 ： 10kgセット / 1回塗り：約33㎡（300g/㎡）・2回塗り：約18㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
  1kgセット / 1回塗り：約3.3㎡（300g/㎡）・2回塗り：約1.8㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
乾燥膜厚 ： 1回塗り：211µm / 2回塗り：387µm
混合比率 ： 主剤：硬化剤 / 1：1（重量比）
可使時間 ： 約1時間※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整
乾燥時間 ： 歩行可能時間：約6時間・重量物の移動可能時間：約24時間
■塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。
■乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
■油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。

F☆☆☆☆登録商品

■受注生産品は納品までお時間をいただいております
※注 調色品及びEBFは、同色10セット以上からの発注となっております

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも（調色品）※注

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも EBF※注

EPレデューサー

10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
1kg（主剤・硬化剤 各0.5kg）
10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
10kg（主剤・硬化剤 各5kg）

3.7L

1セット
3セット

10セット以上～
10セット以上～
4

グリーンのみ

受注生産

品　　名 容　量 入　数 備　考

さらに安全性の高い
エチルベンゼンフリータイプもあります

床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでもEBF

プライマーレスで直塗りOK！
プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装でき
しっかり密着。トータルコスト大幅削減にも。

乾いたコンクリート床に 床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには

適応範囲 ： 乾いたコンクリート床 / 旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
塗布面積 ： 10kgセット / 1回塗り：約33㎡（300g/㎡）・2回塗り：約18㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
  1kgセット / 1回塗り：約3.3㎡（300g/㎡）・2回塗り：約1.8㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
乾燥膜厚 ： 1回塗り：211µm / 2回塗り：387µm
混合比率 ： 主剤：硬化剤 / 1：1（重量比）
可使時間 ： 約1時間※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整
乾燥時間 ： 歩行可能時間：約8時間・重量物の移動可能時間：約24時間
  ※高耐候ホワイトは、歩行可能時間：約16時間・重量物の移動可能時間：約48時間
■塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。
■乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
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品　　名 容　量 入　数 備　考

さらに安全性の高い
エチルベンゼンフリータイプもあります

床塗料シリーズ 密着！！ コンクリにはEBF

日本製

日本製

コンクリートに床塗料を塗布
し引張付着試験をしました。
結果、4N/ｍ㎡の力を加えても
塗料は剥がれず、コンクリート
母体が破壊されました。

【引張付着試験】

ご注意ください
※新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過してから塗装してください。
※旧塗膜がある場合、不活性塗膜は除去してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、
特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合は
2回塗りの必要があります。仕様については右ページ【使用方法】をご確認ください。

使用上の注意
●屋内専用です。屋外に使用する際は、16時間以上乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、当社製品の【耐候床041】などで上塗り塗装を行ってください。
●床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
●保管条件によっては、硬化剤が固化分離することがあります。その際は、缶を30℃位のぬるま湯で湯煎してください。
●気温5℃以上、湿度80％以下の環境で十分に換気しご使用ください。
●作業状況に応じて5％（混合後の重量比）を限度に当社製品の【EPレデューサー】を使用し希釈してください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早目に使い切るようにしてください。

※施工後、約2週間経過した状態。
　従来品に比べタイヤ痕がほとんどついていない。

※油汚れもウエスで拭くだけで。

カラー

■色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。　■床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
※注：高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには】のみです。

グリーン ライトグリーン グレー ライトグレー スカイブルー

42-50L 39-60L N-75N-60 69-50T

オレンジ

12-50V

イエロー

19-75X

アイボリー

22-80H

ブラウン

09-40L

ホワイト

N-95

高耐候ホワイト※注

調色対応
日塗工
色番号で
指定

N-95

色見本

名　称
日塗工色番号 ※10セット以上の

　発注単位です。

※イメージ

※近似色

独自のナノ密着技術でコンクリートに
しっかり密着して長期間剥がれにくく
塗り替え回数が減りコスト大幅ダウン

油などの汚れやタイヤ痕も付きにくく
きれいな床を長期間維持

塗装が不可能と言われてきた油の浸透した床でも簡単に塗ること
ができる専用の製品を開発
油を抑え込むのではなく、馴染ませ吸収する独自の技術でたとえ
油があっても床にしっかり密着

【誰でもできる】をコンセプトに開発した床塗料はプライマーも
下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装可能！
プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に

ご注意ください
※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。
※こびり付いた油（汚泥など）がある場合は、除去してください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合は、お問い合わせください。

何故  染めＱの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

※試験の為に油溜りを作り塗装
しています。
　塗装する際は、可能な範囲で
油溜りを除去していただくと、
密着力が更に上がります。

【油床塗装試験】

驚異の密着力！ 長期間キレイな床が続く 状況に応じた様々なラインナップ

プライマー・下塗りの必要なし

油があっても

タイヤ痕も付きにくく
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品　　名 容　量 入　数 備　考

さらに安全性の高い
エチルベンゼンフリータイプもあります

床塗料シリーズ 密着！！ コンクリにはEBF

日本製

日本製

コンクリートに床塗料を塗布
し引張付着試験をしました。
結果、4N/ｍ㎡の力を加えても
塗料は剥がれず、コンクリート
母体が破壊されました。

【引張付着試験】

ご注意ください
※新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過してから塗装してください。
※旧塗膜がある場合、不活性塗膜は除去してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、
特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合は
2回塗りの必要があります。仕様については右ページ【使用方法】をご確認ください。

使用上の注意
●屋内専用です。屋外に使用する際は、16時間以上乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、当社製品の【耐候床041】などで上塗り塗装を行ってください。
●床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
●保管条件によっては、硬化剤が固化分離することがあります。その際は、缶を30℃位のぬるま湯で湯煎してください。
●気温5℃以上、湿度80％以下の環境で十分に換気しご使用ください。
●作業状況に応じて5％（混合後の重量比）を限度に当社製品の【EPレデューサー】を使用し希釈してください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早目に使い切るようにしてください。

※施工後、約2週間経過した状態。
　従来品に比べタイヤ痕がほとんどついていない。

※油汚れもウエスで拭くだけで。

カラー

■色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。　■床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
※注：高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには】のみです。

グリーン ライトグリーン グレー ライトグレー スカイブルー

42-50L 39-60L N-75N-60 69-50T

オレンジ

12-50V

イエロー

19-75X

アイボリー

22-80H

ブラウン

09-40L

ホワイト

N-95

高耐候ホワイト※注

調色対応
日塗工
色番号で
指定

N-95

色見本

名　称
日塗工色番号 ※10セット以上の

　発注単位です。

※イメージ

※近似色

独自のナノ密着技術でコンクリートに
しっかり密着して長期間剥がれにくく
塗り替え回数が減りコスト大幅ダウン

油などの汚れやタイヤ痕も付きにくく
きれいな床を長期間維持

塗装が不可能と言われてきた油の浸透した床でも簡単に塗ること
ができる専用の製品を開発
油を抑え込むのではなく、馴染ませ吸収する独自の技術でたとえ
油があっても床にしっかり密着

【誰でもできる】をコンセプトに開発した床塗料はプライマーも
下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装可能！
プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に

ご注意ください
※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。
※こびり付いた油（汚泥など）がある場合は、除去してください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合は、お問い合わせください。

何故  染めＱの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

※試験の為に油溜りを作り塗装
しています。
　塗装する際は、可能な範囲で
油溜りを除去していただくと、
密着力が更に上がります。

【油床塗装試験】

驚異の密着力！ 長期間キレイな床が続く 状況に応じた様々なラインナップ

プライマー・下塗りの必要なし

油があっても

タイヤ痕も付きにくく

1

point

point

2

point 3

point 4

STEP1
下処理

STEP2
床塗料

コンクリート床

床塗料工程図

工程表

※一例

※一例

Before

After

使用方法
■下処理
①床の汚れ、汚泥や不活性塗膜などをしっかり除去してください。
②新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過後、表面に付着しているレイタンスをペーパーなどで除去してください。
③素地調整の後、ダスト類の除去を行い、油分の多い箇所はシンナー脱脂を行ってください。
④塗装範囲外をマスキングテープやマスカーなどで養生してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合や、水分を含む床面の場合は、お問い合わせください。
※旧塗膜の上から塗装する際は、足付けをすることでより付着性が上がります。
※溶剤に弱い旧塗膜に塗装する際は、チヂレなどの不具合が起きる場合がある為、ご使用前に目立たない箇所でテストを行い塗膜の状態を確認してください。
■混合
①混合前に主剤と硬化剤をそれぞれ、電動撹拌機などで粘度が均一になるまで攪拌してください。
②主剤と硬化剤を1：1（重量比）で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。
※塗料は1時間程度（気温20℃の環境下での目安）で使い切れる量を混合してください。（夏場などの高温時は15分程度を目安に調整してください。）
■塗装（刷毛またはローラーを使用し塗装します。）
【1回塗り：1回塗りで十分な塗膜が形成できる場合】
①300g/㎡を目安に、コンクリート素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
【2回塗り：新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合】
①1回目は250g/㎡を目安に、コンクリート素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
②3時間程度乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、2回目を300g/㎡を目安に塗装してください。
◇乾燥させてください。（乾燥時間は、製品ごとの乾燥時間をご参照ください。）
◇使用後の容器、工具類は【EPレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

※油の浸透した床には【床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも】をご使用ください。

油の浸透した床でもしっかり密着！
油が浸透し、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面でも
しっかり密着。

油の染み込んだコンクリート床に 床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも

適応範囲 ： 油の浸透したコンクリート床 / 乾いたコンクリート床  / 旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
塗布面積 ： 10kgセット / 1回塗り：約33㎡（300g/㎡）・2回塗り：約18㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
  1kgセット / 1回塗り：約3.3㎡（300g/㎡）・2回塗り：約1.8㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
乾燥膜厚 ： 1回塗り：211µm / 2回塗り：387µm
混合比率 ： 主剤：硬化剤 / 1：1（重量比）
可使時間 ： 約1時間※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整
乾燥時間 ： 歩行可能時間：約6時間・重量物の移動可能時間：約24時間
■塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。
■乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
■油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。

F☆☆☆☆登録商品

■受注生産品は納品までお時間をいただいております
※注 調色品及びEBFは、同色10セット以上からの発注となっております

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも（調色品）※注

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも EBF※注

EPレデューサー

10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
1kg（主剤・硬化剤 各0.5kg）
10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
10kg（主剤・硬化剤 各5kg）

3.7L

1セット
3セット

10セット以上～
10セット以上～
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グリーンのみ

受注生産

品　　名 容　量 入　数 備　考

さらに安全性の高い
エチルベンゼンフリータイプもあります

床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでもEBF

プライマーレスで直塗りOK！
プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装でき
しっかり密着。トータルコスト大幅削減にも。

乾いたコンクリート床に 床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには

適応範囲 ： 乾いたコンクリート床 / 旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
塗布面積 ： 10kgセット / 1回塗り：約33㎡（300g/㎡）・2回塗り：約18㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
  1kgセット / 1回塗り：約3.3㎡（300g/㎡）・2回塗り：約1.8㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
乾燥膜厚 ： 1回塗り：211µm / 2回塗り：387µm
混合比率 ： 主剤：硬化剤 / 1：1（重量比）
可使時間 ： 約1時間※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整
乾燥時間 ： 歩行可能時間：約8時間・重量物の移動可能時間：約24時間
  ※高耐候ホワイトは、歩行可能時間：約16時間・重量物の移動可能時間：約48時間
■塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。
■乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

F☆☆☆☆登録商品

■受注生産品は納品までお時間をいただいております
※注 調色品及びEBFは、同色10セット以上からの発注となっております

床塗料シリーズ  密着！！ コンクリには

床塗料シリーズ  密着！！ コンクリには（調色品）※注

床塗料シリーズ  密着！！ コンクリには EBF※注

EPレデューサー

10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
1kg（主剤・硬化剤 各0.5kg）
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グリーンのみ

受注生産

品　　名 容　量 入　数 備　考

さらに安全性の高い
エチルベンゼンフリータイプもあります

床塗料シリーズ 密着！！ コンクリにはEBF

日本製

日本製

コンクリートに床塗料を塗布
し引張付着試験をしました。
結果、4N/ｍ㎡の力を加えても
塗料は剥がれず、コンクリート
母体が破壊されました。

【引張付着試験】

ご注意ください
※新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過してから塗装してください。
※旧塗膜がある場合、不活性塗膜は除去してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、
特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合は
2回塗りの必要があります。仕様については右ページ【使用方法】をご確認ください。

使用上の注意
●屋内専用です。屋外に使用する際は、16時間以上乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、当社製品の【耐候床041】などで上塗り塗装を行ってください。
●床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
●保管条件によっては、硬化剤が固化分離することがあります。その際は、缶を30℃位のぬるま湯で湯煎してください。
●気温5℃以上、湿度80％以下の環境で十分に換気しご使用ください。
●作業状況に応じて5％（混合後の重量比）を限度に当社製品の【EPレデューサー】を使用し希釈してください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早目に使い切るようにしてください。

※施工後、約2週間経過した状態。
　従来品に比べタイヤ痕がほとんどついていない。

※油汚れもウエスで拭くだけで。

カラー

■色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。　■床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
※注：高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには】のみです。
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独自のナノ密着技術でコンクリートに
しっかり密着して長期間剥がれにくく
塗り替え回数が減りコスト大幅ダウン

油などの汚れやタイヤ痕も付きにくく
きれいな床を長期間維持

塗装が不可能と言われてきた油の浸透した床でも簡単に塗ること
ができる専用の製品を開発
油を抑え込むのではなく、馴染ませ吸収する独自の技術でたとえ
油があっても床にしっかり密着

【誰でもできる】をコンセプトに開発した床塗料はプライマーも
下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装可能！
プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に

ご注意ください
※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。
※こびり付いた油（汚泥など）がある場合は、除去してください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合は、お問い合わせください。

何故  染めＱの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

※試験の為に油溜りを作り塗装
しています。
　塗装する際は、可能な範囲で
油溜りを除去していただくと、
密着力が更に上がります。

【油床塗装試験】

驚異の密着力！ 長期間キレイな床が続く 状況に応じた様々なラインナップ

プライマー・下塗りの必要なし

油があっても

タイヤ痕も付きにくく
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※一例
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Before

After

使用方法
■下処理
①床の汚れ、汚泥や不活性塗膜などをしっかり除去してください。
②新設のコンクリートの場合は、打設後1ヶ月以上経過後、表面に付着しているレイタンスをペーパーなどで除去してください。
③素地調整の後、ダスト類の除去を行い、油分の多い箇所はシンナー脱脂を行ってください。
④塗装範囲外をマスキングテープやマスカーなどで養生してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合や、水分を含む床面の場合は、お問い合わせください。
※旧塗膜の上から塗装する際は、足付けをすることでより付着性が上がります。
※溶剤に弱い旧塗膜に塗装する際は、チヂレなどの不具合が起きる場合がある為、ご使用前に目立たない箇所でテストを行い塗膜の状態を確認してください。
■混合
①混合前に主剤と硬化剤をそれぞれ、電動撹拌機などで粘度が均一になるまで攪拌してください。
②主剤と硬化剤を1：1（重量比）で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。
※塗料は1時間程度（気温20℃の環境下での目安）で使い切れる量を混合してください。（夏場などの高温時は15分程度を目安に調整してください。）
■塗装（刷毛またはローラーを使用し塗装します。）
【1回塗り：1回塗りで十分な塗膜が形成できる場合】
①300g/㎡を目安に、コンクリート素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
【2回塗り：新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合】
①1回目は250g/㎡を目安に、コンクリート素地面に押し付けて、塗料が表面にしっかり入り込むように塗装してください。
②3時間程度乾燥後（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）、2回目を300g/㎡を目安に塗装してください。
◇乾燥させてください。（乾燥時間は、製品ごとの乾燥時間をご参照ください。）
◇使用後の容器、工具類は【EPレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

※油の浸透した床には【床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも】をご使用ください。

油の浸透した床でもしっかり密着！
油が浸透し、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面でも
しっかり密着。

油の染み込んだコンクリート床に 床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも

適応範囲 ： 油の浸透したコンクリート床 / 乾いたコンクリート床  / 旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
塗布面積 ： 10kgセット / 1回塗り：約33㎡（300g/㎡）・2回塗り：約18㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
  1kgセット / 1回塗り：約3.3㎡（300g/㎡）・2回塗り：約1.8㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
乾燥膜厚 ： 1回塗り：211µm / 2回塗り：387µm
混合比率 ： 主剤：硬化剤 / 1：1（重量比）
可使時間 ： 約1時間※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整
乾燥時間 ： 歩行可能時間：約6時間・重量物の移動可能時間：約24時間
■塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。
■乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
■油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。

F☆☆☆☆登録商品

■受注生産品は納品までお時間をいただいております
※注 調色品及びEBFは、同色10セット以上からの発注となっております

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも（調色品）※注

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも EBF※注
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10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
1kg（主剤・硬化剤 各0.5kg）
10kg（主剤・硬化剤 各5kg）
10kg（主剤・硬化剤 各5kg）

3.7L

1セット
3セット

10セット以上～
10セット以上～
4

グリーンのみ

受注生産

品　　名 容　量 入　数 備　考
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プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装でき
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  1kgセット / 1回塗り：約3.3㎡（300g/㎡）・2回塗り：約1.8㎡（1回目250g/㎡・2回目300g/㎡）
乾燥膜厚 ： 1回塗り：211µm / 2回塗り：387µm
混合比率 ： 主剤：硬化剤 / 1：1（重量比）
可使時間 ： 約1時間※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整
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■乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
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■受注生産品は納品までお時間をいただいております
※注 調色品及びEBFは、同色10セット以上からの発注となっております
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エチルベンゼンフリータイプもあります

床塗料シリーズ 密着！！ コンクリにはEBF

日本製

日本製

※ ※

大手自動車会社様などで実際に導入されています。

油の浸透した床でもしっかり密着！
油が染み込んで、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面でもしっかり密着。

プライマーレスで直塗り OK ！
簡単な下処理 ( 旧塗膜の除去など ) だけで直接塗装でき、しっかり密着。トータルコスト大幅削減にも。

プライマーも下塗りも必要なく、 誰にでも簡単に塗れて低コスト！
タイヤ痕もつきにくく、メンテナンスも簡単！

床塗料シリーズ  密着！！ コンクリには

床塗料シリーズ  密着！！ 油まみれでも

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2022.01

【販売元】【開発・製造元】

ヒトの生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://somayq.com/

事例集 ほんの一例ですが・・・・

プロによる施工も

BeforeBefore AfterAfter

■倉庫
使用製品 ： 床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには（グリーン）

■自動車整備工場
使用製品 ： 床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも（グリーン）

■倉庫
使用製品 ： 床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも（グリーン）

BeforeBefore

BeforeBefore

AfterAfter

塗る時間が取れない、きれいに塗れない、状態がひどいなど、セルフメンテナンスで行うのが難しい場合には、
様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もございます。

■御見積りからご発注までの流れ

まずは、お電話かメールで
お問い合わせください

施工日程、工事に関する
詳細を決め、ご発注

現調シート、図面、現場写真を
送付頂き御見積書を作成

プライマーも下塗りも必要なく、誰にでも簡単に塗れる！
油の浸透した床でも、長期間密着！
タイヤ痕も付きにくく、メンテナンスも簡単！

さらに、トータルコストを大幅に削減！！

床塗料シリーズ

AfterAfter
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様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もございます。
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AfterAfter

独自のナノ密着技術で、　時間とコストを大幅削減 !

乾いたコンクリート床に「床塗料シリーズ 密着！！コンクリには」

Point �　驚異の密着力！　長時間キレイな床が続く

Point �　プライマー・下塗りの必要なし

Point �　油があってもOK！

油の染み込んだコンクリート床に「床塗料シリーズ 密着！！油まみれでも」

床塗料の上塗りに。屋外でも長期間きれいに発色！耐久性もアップ！「耐候床���」

F☆☆☆☆登録商品　日本製

独自のナノ密着技術でコンクリートに
しっかり密着して長期間剥がれにくく
塗り替え回数が減り大幅コストダウン！

【誰でもできる】をコンセプトに開発した床塗料は
  プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで
  床に直接塗装可能！
  プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に。

塗装が不可能と言われてきた油の浸透した床でも簡単に塗ることが
できる専用の製品を開発。
油を抑え込むのではなく、馴染ませ吸収する独自の技術で、たとえ
油があっても床にしっかり密着。

※新設のコンクリートの場合は、打設後�ヶ月以上経過してから塗装してください。
※旧塗膜がある場合、不活性塗膜は除去してください。
※カラーコンクリートなどの一部の床材や鏡面仕上げ、表面コーティング加工など、
　特殊な床面の場合は、お問い合わせください。
※新設のコンクリートに直接塗装するなど、吸い込みの強い床面に塗装する場合は
　�回塗りの必要があります。

【引張付着試験】
  コンクリートに床塗料を塗布し
  引張付着試験をしました。
  結果、�N/m㎡の力を加えても
  塗料は剥がれず、コンクリート
  母体が破壊されました。

【油床塗装試験】
  試験の為油溜りを作り塗装
  しています。
  塗装する際は、可能な範囲で
  油溜りを除去していただくと、
  密着力が更に上がります。

F☆☆☆☆登録商品　日本製

床塗料シリーズ    カラー

塗る時間が取れない、きれいに塗れない、状態がひどいなど、セルフメンテナンスで行うのが難しい場合には、
様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もございます。

お電話かメールで
お問い合わせください

現調シート、図面、現場写真を
送付頂き御見積書を作成

施工日程、工事に関する
詳細を決め、ご発注

プロによる施工も

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

■ 御見積からご発注までの流れ

歩行可能時間： 約 � 時間歩行可能時間： 約 � 時間

歩行可能時間： 約 � 時間歩行可能時間： 約 � 時間

耐候床041
床塗料の上塗りに

屋外でも長期間きれいに発色！
耐久性もアップ！

カラー

※塗布面積は1回塗りの際の目安です。床の状態や作業方法、塗装ロス等で多少異なります。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

2019.10

【製造元】【販売元】

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地
TEL.0280-80-0005㈹  FAX.0280-80-0006㈹

E-mail:support@somayq.com　http://www.somayq.com

再生・延命化への技術革新 ー 鉄、コンクリート・・・

耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成。紫外線による【床塗料】の劣化を防ぎ
長期的に美装性を保ちます。

AfterAfterBeforeBefore

※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。　※床の状態によっては、色やツヤなど仕上がりが異なる事があります。
※調色品は、同色で10セット以上からの発注です。　※耐候床041は床塗料シリーズとは、多少色が異なります。

グリーン ライト
グリーン グレー ライト

グレー
スカイ
ブルー

42-50L 39-60L N-75N-60 69-50T

オレンジ

12-50V

イエロー

19-75X

アイボリー

22-80H

ブラウン

09-40L

ホワイト

N-95

調色対応
日塗工
色番号で
指定

色見本

名　称

日塗工色番号 ※10セット以上の
　発注単位です。

※イメージ

※近似色

目的【床塗料】の上塗り

混合比率 主剤4：硬化剤1（重量比）

塗布面積 約20㎡（250g/㎡）
乾燥膜厚 110µm

歩行可能時間 約8時間

可使時間 約1時間（気温20℃の環境下）
※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整

容量 5kgセット（主剤4kg・硬化剤1kg）

特長 ・耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成
・床塗料の耐久性アップ
・屋外でも塗膜の劣化を防ぐ

使用方法
●弊社【床塗料】の上塗りとしてご使用ください。
　※【床塗料】を塗布後、8時間以上経過してからご使用ください。
　※高耐候ホワイトを使用した際は16時間以上経過してからご使用ください。
　※塗布後1週間以上経過した場合は、ペーパーをあて足付けをしてください。
①床の汚れ、油分をしっかりと除去してください。
②塗装範囲以外をマスキングテープで養生してください。
③混合前に主剤を電動撹拌機などで粘度が均一になるまで撹拌してください。
　硬化剤は、缶を振ってからご使用ください。
④主剤・硬化剤を4：1（重量比）で混合し、電動撹拌機などで3～5分程度よく混ぜ合わせてください。
　※夏場等の高温時には可使時間が短くなりますので、ご注意ください。
⑤刷毛またはローラー（短毛）で塗装し、乾燥させてください。
⑥使用後の容器、工具類は【APレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

使用上の注意
●希釈をする場合は、【APレデューサー】を主剤・硬化剤を混合した重量に対し5%を限度にご使用
ください。
●ご使用の際は、十分に換気してください。
●使用後はしっかり蓋をし、1～2ヶ月の間に使い切るようにしてください。

床塗料上塗り剤。
耐候性、耐久性に優れた塗膜を
形成。紫外線による床塗料の
劣化を防ぎ、長期的に美装性を
保ちます。

��kgセット：��,���円��kgセット：��,���円

��kgセット：��,���円��kgセット：��,���円

�kgセット：��,���円�kgセット：��,���円

 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

ご注意ください

※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。
※こびりついた油（汚泥など）がある場合は、除去してください。
※シリコンや潤滑剤の含まれた油、工業油以外の油をご使用の場合は、お問い合わせください。

ご注意ください

■倉庫
使用製品：床塗料シリーズ 密着‼コンクリには(グリーン)

■自動車整備工場
使用製品：床塗料シリーズ 密着‼油まみれでも(グリーン)

耐候床���    カラー
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※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整

容量 5kgセット（主剤4kg・硬化剤1kg）

特長 ・耐候性、耐久性に優れた塗膜を形成
・床塗料の耐久性アップ
・屋外でも塗膜の劣化を防ぐ

使用方法
●弊社【床塗料】の上塗りとしてご使用ください。
　※【床塗料】を塗布後、8時間以上経過してからご使用ください。
　※高耐候ホワイトを使用した際は16時間以上経過してからご使用ください。
　※塗布後1週間以上経過した場合は、ペーパーをあて足付けをしてください。
①床の汚れ、油分をしっかりと除去してください。
②塗装範囲以外をマスキングテープで養生してください。
③混合前に主剤を電動撹拌機などで粘度が均一になるまで撹拌してください。
　硬化剤は、缶を振ってからご使用ください。
④主剤・硬化剤を4：1（重量比）で混合し、電動撹拌機などで3～5分程度よく混ぜ合わせてください。
　※夏場等の高温時には可使時間が短くなりますので、ご注意ください。
⑤刷毛またはローラー（短毛）で塗装し、乾燥させてください。
⑥使用後の容器、工具類は【APレデューサー】または、ラッカーシンナーで洗浄してください。

使用上の注意
●希釈をする場合は、【APレデューサー】を主剤・硬化剤を混合した重量に対し5%を限度にご使用
ください。
●ご使用の際は、十分に換気してください。
●使用後はしっかり蓋をし、1～2ヶ月の間に使い切るようにしてください。

ことがあります。
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床補修剤 / 防錆シリーズ

1716

高粘度の補修剤で垂直面でも垂れにくく厚付けでき、壁面などの欠けてしまった部分の
成形も簡単にできます。今まで諦めていた天井や壁面の補修に最適です。

深いクラックも 大きくあいた穴でも ガッチリ固めて補強！

湿気反応硬化型の強力防錆プライマー「必殺 錆封じ」

深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。頑強な床を長期間形成します。
臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで安心してご使用いただけます。

床補修剤「GOANZEN フィラー ザラザラ」主剤 / 硬化剤 / P剤 セット

細かなクラックでも強力密着！
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の浸透しにくい
細かな欠損でも深部まで浸透し、ガッチリ固めて補強します。

床補修剤「GOANZEN フィラー なめらか」主剤 / 硬化剤 セット

コンクリートの欠損部を補修・強度 UP！
型枠なしで厚付け可能　密着力＋強度＋追従性で長期耐久！

床補修剤「コンクリ欠損部補強 ���」主剤 / 硬化剤 セット

面倒な工程を省き、工期短縮、大幅コスト削減
独自の密着技術で、下処理なしでもコンクリートやアスファルトの欠損を補修。
従来では考えられない程の作業性で大幅なコストダウンに。

パワー防錆シリーズ「EP���」「NKRN-��」「AP���」

防錆プライマー「必殺 錆封じ」 　防錆パテ「アルミパテ防錆【J】」

防錆補強！塗るだけ！「配管補強パワー��」主剤 / 硬化剤 セット

錆を補修・補強する   パワー防錆シリーズ！
ケレン作業が最小限で済み、強力な密着力で長期間錆を抑え込む。
塗装回数・塗装工程を削減し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。

深いクラックも 大きくあいた穴でも
ガッチリ固めて補強！
深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで
安心してご使用いただけます。

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2021.05

【販売元】

人の生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://www.somayq.com

■施工事例

■施工事例

欠損・クラックの状況に合わせて選べるラインナップ

アスファルトでも 強力密着・高発色

BeforeBefore AfterAfter

アスファルトに直接塗装できる 
工場内のライン引きが自分たちで！
専用の機材もいらず、塗装初心者でも簡単にアスファルトに塗装することができます。
アスファルトの隙間まで浸透し密着。長期間きれいな発色が続きます。

塗布量：1ｍ×0.15ｍで約100ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：Ｐ剤 / 1：1：2（重量比）
指触乾燥：約4時間
歩行可能時間：約8時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
　アスファルトの凹凸が激しい場合は、塗布量が 150ｇを超える場合もあります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。　　
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：P剤/ 1：1：5（重量比）
　　　　　※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間：指触乾燥：約4～5時間/完全乾燥：約12時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間： 指触乾燥：約1～2時間
 完全乾燥：約3時間
上塗りまでの乾燥時間：12時間以上
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

広範囲のクラック・欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

細かなクラックでも
深部まで浸透して強力密着
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の
浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透しガッチリ固めて補強します。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤/ 1：1（重量比）
上塗りまでの乾燥時間：約30分
上塗りをしない場合の歩行可能時間：約3時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

細かなクラックや欠損補修に GOANZEN フィラー なめらか

アスファルトへの塗装に GOANZEN ホワイト/イエロー

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

全6色（グリーン・ライトグリーン・レッド
 アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各1kg/P剤 5kg

GOANZEN フィラー ザラザラ 7kgセット

品  名 容  量

全3色（アイボリー・グリーン・コンクリ色） 主剤・硬化剤 各200g/P剤 1kg
GOANZEN フィラー ザラザラ 1.4kgセット

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
専用促進剤 100ｇ

1セット

1セット

1

入  数

受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

全3色（アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各500g
GOANZEN フィラー なめらか 1kgセット 1セット

入  数
受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN イエロー
4kgセット 1セット

入  数

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN ホワイト
4kgセット 1セット

受注
生産

備  考

※画像は 7kg セットです
　P剤 1kg が 5袋入っています

※画像はGOANZEN ホワイトです
　P剤 1kg が 2袋入っています

BeforeBefore AfterAfter

■施工事例

BeforeBefore AfterAfter

F☆☆☆☆登録商品

深いクラックも 大きくあいた穴でも
ガッチリ固めて補強！
深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで
安心してご使用いただけます。

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2021.05

【販売元】

人の生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://www.somayq.com

■施工事例

■施工事例

欠損・クラックの状況に合わせて選べるラインナップ

アスファルトでも 強力密着・高発色

BeforeBefore AfterAfter

アスファルトに直接塗装できる 
工場内のライン引きが自分たちで！
専用の機材もいらず、塗装初心者でも簡単にアスファルトに塗装することができます。
アスファルトの隙間まで浸透し密着。長期間きれいな発色が続きます。

塗布量：1ｍ×0.15ｍで約100ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：Ｐ剤 / 1：1：2（重量比）
指触乾燥：約4時間
歩行可能時間：約8時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
　アスファルトの凹凸が激しい場合は、塗布量が 150ｇを超える場合もあります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。　　
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：P剤/ 1：1：5（重量比）
　　　　　※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間：指触乾燥：約4～5時間/完全乾燥：約12時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間： 指触乾燥：約1～2時間
 完全乾燥：約3時間
上塗りまでの乾燥時間：12時間以上
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

広範囲のクラック・欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

細かなクラックでも
深部まで浸透して強力密着
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の
浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透しガッチリ固めて補強します。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤/ 1：1（重量比）
上塗りまでの乾燥時間：約30分
上塗りをしない場合の歩行可能時間：約3時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

細かなクラックや欠損補修に GOANZEN フィラー なめらか

アスファルトへの塗装に GOANZEN ホワイト/イエロー

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

全6色（グリーン・ライトグリーン・レッド
 アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各1kg/P剤 5kg

GOANZEN フィラー ザラザラ 7kgセット

品  名 容  量

全3色（アイボリー・グリーン・コンクリ色） 主剤・硬化剤 各200g/P剤 1kg
GOANZEN フィラー ザラザラ 1.4kgセット

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
専用促進剤 100ｇ

1セット

1セット

1

入  数

受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

全3色（アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各500g
GOANZEN フィラー なめらか 1kgセット 1セット

入  数
受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN イエロー
4kgセット 1セット

入  数

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN ホワイト
4kgセット 1セット

受注
生産

備  考

※画像は 7kg セットです
　P剤 1kg が 5袋入っています

※画像はGOANZEN ホワイトです
　P剤 1kg が 2袋入っています

BeforeBefore AfterAfter

■施工事例

BeforeBefore AfterAfter

F☆☆☆☆登録商品

※画像は7㎏セットです。P剤1kgが5袋入っています■ 施工事例

■ 施工事例

F☆☆☆☆登録商品

深いクラックも 大きくあいた穴でも
ガッチリ固めて補強！
深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで
安心してご使用いただけます。

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2021.05

【販売元】

人の生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://www.somayq.com

■施工事例

■施工事例

欠損・クラックの状況に合わせて選べるラインナップ

アスファルトでも 強力密着・高発色

BeforeBefore AfterAfter

アスファルトに直接塗装できる 
工場内のライン引きが自分たちで！
専用の機材もいらず、塗装初心者でも簡単にアスファルトに塗装することができます。
アスファルトの隙間まで浸透し密着。長期間きれいな発色が続きます。

塗布量：1ｍ×0.15ｍで約100ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：Ｐ剤 / 1：1：2（重量比）
指触乾燥：約4時間
歩行可能時間：約8時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
　アスファルトの凹凸が激しい場合は、塗布量が 150ｇを超える場合もあります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。　　
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：P剤/ 1：1：5（重量比）
　　　　　※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間：指触乾燥：約4～5時間/完全乾燥：約12時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間： 指触乾燥：約1～2時間
 完全乾燥：約3時間
上塗りまでの乾燥時間：12時間以上
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

広範囲のクラック・欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

細かなクラックでも
深部まで浸透して強力密着
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の
浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透しガッチリ固めて補強します。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤/ 1：1（重量比）
上塗りまでの乾燥時間：約30分
上塗りをしない場合の歩行可能時間：約3時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

細かなクラックや欠損補修に GOANZEN フィラー なめらか

アスファルトへの塗装に GOANZEN ホワイト/イエロー

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

全6色（グリーン・ライトグリーン・レッド
 アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各1kg/P剤 5kg

GOANZEN フィラー ザラザラ 7kgセット

品  名 容  量

全3色（アイボリー・グリーン・コンクリ色） 主剤・硬化剤 各200g/P剤 1kg
GOANZEN フィラー ザラザラ 1.4kgセット

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
専用促進剤 100ｇ

1セット

1セット

1

入  数

受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

全3色（アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各500g
GOANZEN フィラー なめらか 1kgセット 1セット

入  数
受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN イエロー
4kgセット 1セット

入  数

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN ホワイト
4kgセット 1セット

受注
生産

備  考

※画像は 7kg セットです
　P剤 1kg が 5袋入っています

※画像はGOANZEN ホワイトです
　P剤 1kg が 2袋入っています

BeforeBefore AfterAfter

■施工事例

BeforeBefore AfterAfter

F☆☆☆☆登録商品

深いクラックも 大きくあいた穴でも
ガッチリ固めて補強！
深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで
安心してご使用いただけます。

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2021.05

【販売元】

人の生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://www.somayq.com

■施工事例

■施工事例

欠損・クラックの状況に合わせて選べるラインナップ

アスファルトでも 強力密着・高発色

BeforeBefore AfterAfter

アスファルトに直接塗装できる 
工場内のライン引きが自分たちで！
専用の機材もいらず、塗装初心者でも簡単にアスファルトに塗装することができます。
アスファルトの隙間まで浸透し密着。長期間きれいな発色が続きます。

塗布量：1ｍ×0.15ｍで約100ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：Ｐ剤 / 1：1：2（重量比）
指触乾燥：約4時間
歩行可能時間：約8時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
　アスファルトの凹凸が激しい場合は、塗布量が 150ｇを超える場合もあります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。　　
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：P剤/ 1：1：5（重量比）
　　　　　※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間：指触乾燥：約4～5時間/完全乾燥：約12時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間： 指触乾燥：約1～2時間
 完全乾燥：約3時間
上塗りまでの乾燥時間：12時間以上
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

広範囲のクラック・欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

細かなクラックでも
深部まで浸透して強力密着
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の
浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透しガッチリ固めて補強します。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤/ 1：1（重量比）
上塗りまでの乾燥時間：約30分
上塗りをしない場合の歩行可能時間：約3時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

細かなクラックや欠損補修に GOANZEN フィラー なめらか

アスファルトへの塗装に GOANZEN ホワイト/イエロー

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

全6色（グリーン・ライトグリーン・レッド
 アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各1kg/P剤 5kg

GOANZEN フィラー ザラザラ 7kgセット

品  名 容  量

全3色（アイボリー・グリーン・コンクリ色） 主剤・硬化剤 各200g/P剤 1kg
GOANZEN フィラー ザラザラ 1.4kgセット

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
専用促進剤 100ｇ

1セット

1セット

1

入  数

受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

全3色（アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各500g
GOANZEN フィラー なめらか 1kgセット 1セット

入  数
受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN イエロー
4kgセット 1セット

入  数

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN ホワイト
4kgセット 1セット

受注
生産

備  考

※画像は 7kg セットです
　P剤 1kg が 5袋入っています

※画像はGOANZEN ホワイトです
　P剤 1kg が 2袋入っています

BeforeBefore AfterAfter

■施工事例
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深いクラックも 大きくあいた穴でも
ガッチリ固めて補強！
深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで
安心してご使用いただけます。

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2021.05

【販売元】

人の生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://www.somayq.com
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欠損・クラックの状況に合わせて選べるラインナップ

アスファルトでも 強力密着・高発色
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アスファルトに直接塗装できる 
工場内のライン引きが自分たちで！
専用の機材もいらず、塗装初心者でも簡単にアスファルトに塗装することができます。
アスファルトの隙間まで浸透し密着。長期間きれいな発色が続きます。

塗布量：1ｍ×0.15ｍで約100ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：Ｐ剤 / 1：1：2（重量比）
指触乾燥：約4時間
歩行可能時間：約8時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
　アスファルトの凹凸が激しい場合は、塗布量が 150ｇを超える場合もあります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。　　
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：P剤/ 1：1：5（重量比）
　　　　　※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間：指触乾燥：約4～5時間/完全乾燥：約12時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間： 指触乾燥：約1～2時間
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上塗りまでの乾燥時間：12時間以上
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　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

広範囲のクラック・欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

細かなクラックでも
深部まで浸透して強力密着
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の
浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透しガッチリ固めて補強します。
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上塗りをしない場合の歩行可能時間：約3時間
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■紫外線の影響で黄変する場合があります。
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■施工事例

BeforeBefore AfterAfter

F☆☆☆☆登録商品

硬化時間を
短縮！

高粘度の補修剤で垂直面でも垂れにくく
厚付けでき、壁面などの欠けてしまった
部分の成形も簡単にできます。
今まで諦めていた天井や壁面の補修に
最適です。

コンクリートの欠損補修

型枠なしで厚付け可能
密着力 ＋ 強度 ＋ 追従性で長期耐久！

コンクリ欠損部補強066

目的 コンクリート欠損部の補修・補強

混合比率 主剤：硬化剤/ 5：2（重量比） 硬化時間 約12時間

色調 グレー 特長 1. 型枠無しでも成型可能
2. 垂直面でも垂れにくく厚付け可能
3. 強化コンクリートをはるかに超える強度

使用方法
①素地調整を行います。
・もろい躯体（コンクリート）は、ハンマーなどでたたいて剥がしてください。
・補修箇所及び周辺のホコリやごみなどを除去してください。
・油分や水分がたまっている場合は除去してください。
・こびりついた油分などがある場合は除去してください。
②容器に主剤・硬化剤を5：2（重量比）で入れ3分程度混ぜてください。
※混ざりにくいので撹拌不足のないように注意してください。
③ヘラやコテなどを使用してコンクリート面に付着させてください。
※垂直面において15～20mmの厚みで付着できます。それ以上は自重により垂れる為、注意してください。
※さらに材料を盛りたい場合には、2時間以上経過してから上記の方法で同様に塗布してください。その際は、新たに材料を混合してください。
④使用後の容器、工具類はラッカーシンナーで洗浄してください。

●主剤・硬化剤は、使用前によく撹拌してください。
●主剤5に対して硬化剤2の割合（重量比）を必ず守ってください。バランスの悪い配合で使用しますと、硬化不良や密着不良の原因となります。
●上塗りは塗布後12時間以上経過してから、使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

注意点

用途 ・壁面や天井部などの欠損補修・補強
・コンクリート欠損部の成形 上塗りまでの乾燥時間 12時間以上

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。
　気温・湿度、作業方法などにより異なる場合があります。

錆の発生箇所の下塗りに「パワー防錆  EP���」

錆穴、欠損を補修・補強「パワー防錆  NKRN-��」

防錆上塗り塗料「パワー防錆  AP���」

※下塗り塗料を屋外で使用する場合は、上塗り剤 AP��� をご使用ください

・� 回塗りで厚膜を形成
・最小限の表面処理で OK（� 種ケレン以上）

・多種多様な素地・上塗りに対応
・すでに発生している錆の進行を抑制

・優れた防食性・耐候性・耐薬品性
・過酷な場所でも（港湾・船・プラントなど）

・頑強な塗膜が錆を長期間抑える
・抜群の光沢を長期間保持

・ケレン作業なしで錆に直接塗装できる
・� 回塗りで乾燥塗膜 ���μｍの厚膜を形成
・高い強度の塗膜を形成
・��N/ｍ㎡の強度で錆を物理的に抑える

錆の深部まで浸透しロックする事で錆の進行を抑える、一液性浸透型の強力防錆プライマーです。
塗膜の上、レアメタル、錆面と区別なく塗ることができ、作業性も抜群です。

頑強な塗膜で錆穴や欠損箇所を補修し補強「配管補強パワー��」
錆穴や欠損箇所を頑強な塗膜で抑え込むことで、溶接なしでも補修・補強が可能です。
防錆力にも優れ、錆の進行を長期間抑えます。
プラントや工場など火気厳禁の現場でも、容易に補修することができます。

用途： 自動車、鉄柱、非常階段、船舶、コンテナ、配管など

ケレンなしで錆に直接塗装でき、66N/ｍ㎡もの
高い強度の塗膜が物理的に錆を長期間抑えます。
しかも、ケレンによる旧塗膜に含まれた鉛やクロ
ムなどの有害重金属の飛散もなくなり、環境汚
染を防ぎます。施工期間も３分の１以下と、徹底
した工程短縮も実現しました。

ケレン無しで錆に直塗り！

66N/ｍ㎡の強度で錆を強力に抑える！
下処理の工程を大幅カット！

パワー防錆NKRN-66

主剤　4.5kg/硬化剤 3kg

強力防錆下塗り
グレー 1. ケレン作業なしで錆に直接塗装できる強力防錆下塗り

2.1回塗りで乾燥塗膜500μｍの厚膜を形成
 ※床面などの平面部への施工時
4. 66N/ｍ㎡の強度で錆を物理的に抑える
5. 幅広い上塗りに対応 
6. 環境汚染対策に対応

約10㎡（750ｇ/㎡ ※乾燥膜厚500μm）
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります。

16時間以上（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）

・錆面の防錆・補強
・ケレンが難しい現場での防錆施工
7.5kgセット（主剤4.5kg/硬化剤3kg）

色 調 特 長
目 的
用 途

用 途
塗布面積

上塗りまでの乾燥時間

①被塗面の油分、汚れ、水分、ホコリなどを完全に除去してください。
　海水･酸･アルカリなどで汚染されている場合には、清水洗浄を行ってください。
②混合前に主剤･硬化剤をそれぞれ、電動撹拌機などで粘度が均一になるまで撹拌してください。
③主剤と硬化剤を3：2（重量比）の割合で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。
※塗料は1時間程度で使い切れる量を混合してください。（気温20℃の環境下での目安。夏場などの高温時は15分程度を目安に調整してください。）
④塗装は、刷毛・ローラーを使用してください。
※刷毛・ローラーを、よくしごいてから塗布してください。
※乾燥膜厚は500μm程度が目安です。
⑤使用後の容器･工具類は【EPレデューサー】、またはラッカーシンナーで洗浄してください。
⑥12時間以上乾燥後、使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
※上塗りに【パワー防錆AP089】をご使用いただく事で、更に強力な防錆力が得られます。

使用方法

●【パワー防錆NKRN-66】は、屋外及び日光にさらした場合、黄変、色あせ、チョーキングが起きる事があります。
●低温時や硬化反応中に塗膜表面に結露･湿気が加わると、ブラッシング現象を起こす事があります。
●硬化剤混入後、通常はすぐに使用できますが、低温時（10℃以下）には、30分程熟成時間を取り、使用してください。
●希釈が必要な場合には【EPレデューサー】を、主剤・硬化剤を混合した重量に対し5%を限度にご使用ください。
●使用後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

使用上の注意

NETIS登録No.KT-120046-A

【色　調】 調色対応（日塗工色番号で指定）
【容　量】 主剤 3.5kg
 硬化剤 0.7kg
【塗 布 量】約17～ 35㎡（120～ 240ｇ/㎡：1～ 2回塗り）
【乾燥膜厚】50～ 100µm
【硬化時間】約24時間（気温20℃・湿度 60％の環境下での目安）
【混合比率】主剤：硬化剤5：1（重量比）
■塗布面積は目安です。被塗物・作業方法等で多少異なります。
■受注生産品のため納品までお時間をいただいております。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
登録番号 T18029（屋内用のみ）

※パワー防錆 EP039塗布後、パワー防錆 AP089で塗装したものです

AfterAfter

BeforeBefore

AP089

防錆上塗りとs量防錆上塗り塗料

◆ 優れた防食性・耐候性・耐化学薬品性
◆ 過酷な場所でも（港湾設備・船・工場プラントなど）
◆ 頑強な塗膜が錆を長期間抑える
◆ 抜群の光沢を長期間保持
◆ 鉛やクロムを含まない

抜群の防食性と耐候性、耐化学薬品性に優れ、衝撃にも強い
塗膜を形成し、長期間錆を抑える防錆上塗り剤です。
鉛やクロムなどの有害重金属を一切使用せず、安全性にも
優れています。
パワー防錆シリーズ【EP039・SP041・NKRN-66】との相性も
抜群で上塗りとして使用することで防錆力をさらに高めます。

EP039との相性抜群

防食・耐候・耐薬品性に優れた
　 頑強な塗膜が錆を長期間抑える！

※【パワー防錆 AP089】は、上塗り塗料です。ご使用前に【パワー防錆 EP039】など
で、下塗りを完了しておいてください。

①混合前に主剤を電動撹拌機などで、粘度が均一になるまで撹拌してください。
硬化剤は、缶を振ってからご使用ください。

②主剤と硬化剤を5：1（重量比）の割合で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく
混ぜ合わせてください。

※塗料は1時間程度で使い切れる量を混合してください。（気温20℃の環境下で
の目安。夏場などの高温時は15分程度を目安に調整してください。）

③塗装は、刷毛・ローラー・エアレスガンを使用してください。
④使用後の容器･工具類は【APレデューサー】、またはラッカーシンナーで洗浄して
ください。

使用方法

●硬化剤混入後、通常はすぐに使用できますが、低温時（10℃以下）には、30分程
度熟成時間を取り、使用してください。

●作業状況に応じて主剤・硬化剤を混合した重量に対し10%を限度に【APレ
デューサー】を使用し希釈してください。

●エッジ・ボルト部などは、あらかじめ刷毛などで先塗りをしておいてください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早目に使
い切るようにしてください。

使用上の注意

錆の深部まで浸透しロックする事で、
錆の進行を抑える一液性浸透型の強力
防錆プライマーです。
塗膜の上、レアメタル、錆面と区別なく
塗ることができ、作業性も抜群です。

湿気反応硬化型の強力防錆プライマー

ナノ密着技術で錆の深部まで浸透し密着！
内部から錆の進行を抑える！

後ろ左：3.7Ｌ  後ろ右16Ｌ　
前左：300ml  前右 :0.9L

①浮き錆の発生箇所は3種ケレン以上のケレン作業を行い、錆面と周囲の塗膜面を120番前後のペーパーでサンディングした後、ダストを除去してください。
②使用する前によく振ってから必要量を別の容器に取り、錆面を中心にサンディング部分に原液のまま刷毛やスプレーガンで薄く塗布してください。
　錆面については30分程度時間をおいてから、もう一度塗布してください。
　※使用した工具などは、すぐにラッカーシンナーで洗浄し、残液は容器に戻さずに廃棄してください。
　※使用後は、容器の口についた【必殺 錆封じ】をしっかり拭き取ってから、保管してください。
③塗装後、ポリエステルパテを使用する場合は30～40分経過後、上塗り塗装（エポキシ系塗料・水溶性塗料を除く）は2～3時間経過後、塗布面にタック（多
少のべたつき）がある間に塗装してください。 

　※被塗面が完全に硬化した場合には、ペーパーをあて上塗り塗装をしてください。 
　※被塗面にヌメリが残っている場合はウエスで拭き取ってから上塗り塗装をしてください。
【上塗りにエポキシ系塗料・水溶性塗料を塗装する場合】
　必殺錆封じを塗布後12時間以上乾燥させ、表面がガラス状に硬化してから、ペーパーをあて上塗り塗装をしてください。
　ご不明な点はお問い合わせください。
　※乾燥時間は気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。

使用方法

目的 防錆下塗り
色調 薄茶（透明に近い） 特長 1. 錆の深部まで浸透し内部から錆の進行を抑制

2.短時間で上塗り可能（必殺錆封じ塗布後2～3時間）
　※塗料の種類によって異なります
3.. ポリエステルパテの直付けが可能で、強力な密着力が得られる
5.塗膜の上に塗布可能
6.溶剤に侵されやすい塗膜を硬化させ、リフティングなどの出に
くい塗膜にする（一部を除く）
7.半自動溶接、アーク溶接後の防錆にも使用可能

●必殺錆封じを塗装後、表面にタックがある間にエポキシ系塗料を塗布した場合、瞬時に硬化反応をおこします。
　エポキシ系塗料をご使用の際は、必ず完全に硬化している事を確認し、表面研磨を行ってから塗布してください。ご不明な点はお問い合わせください。
●高湿度の時に金属面の研磨部分に結露が発生することがあります。その場合は、乾いたウエスで水分をよく拭き取ってから塗布してください。
●被塗面がラッカー、合成ペンキ等の場合、一時塗面が溶解することがありますが、24 時間以上（気温 20℃・湿度 60％環境下での目安）放置する事で耐
溶剤性の高い塗膜を形成します。その後、ペーパーをあて上塗り塗装を行ってください。

●硬化の遅い塗料を上塗りした場合、多少ブリード状態（にじみ：塗料に含まれる成分が塗膜を変色させて汚れを生じること）が出る場合がありますので、
一度塗りで終わらせず乾燥時間を取り、二度塗り以上行ってください。

●黄変する事があるため上塗りにクリヤーなど透明度の高い塗料のご使用は避け、上塗り塗装を行なわない箇所に付着しないようにしてください。
●付近に車、塗装物などがある場合には、養生を完全に行ってから作業をしてください。
●５℃以下の低温時、あるいは30％以下の低湿度の場合、乾燥時間が長くなる事があります。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。

注意点

塗布面積 16L：約220㎡/3.7L：約50㎡
0.9L：約12㎡/300ml：4㎡（50～100ｇ/㎡）
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで多少異なります

上塗りまでの乾燥時間 2時間以上（表面にタックのある間に）
※気温20℃・湿度60％の環境下での目安
※上塗りにエポキシ系塗料、水溶性塗料を塗布する場合を除く

用途 自動車、鉄柱、非常階段、船舶、コンテナ、配管 など

ホルムアルデヒド放散等級
Ｆ ☆☆☆☆適合

Ｆ ☆☆☆☆登録製品

強力な防錆力＋密着性 衝撃にも強い！「アルミパテ防錆【J】」
強力な防錆力と、柔軟性、耐衝撃性、そして密着力を誇る防錆パテです。
ガルバリウム、溶融亜鉛など金属だけでなく、木材、コンクリート、プラスチック、FRP などにも
使用できます。溶接できない場所の錆穴再生も可能です。

EP039

錆面、鉄、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、非鉄金属面、活性塗膜面、
コンクリート面などの防錆・防食・劣化の防止に幅広く使用
する事ができる防錆下塗り剤です。
最小限の研磨作業（3種ケレン）で下処理が完了し、1回塗りで
厚膜を形成できるため重ね塗りが不要など、抜群の作業性
でコストを大幅に削減できます。

NETIS登録No.KT-120046-A

◆ 1回塗りで厚膜を形成
◆ 最小限の表面処理でOK（3種ケレン以上）
◆ 多種多様な素地・上塗りに対応
◆ すでに発生している錆の進行を抑制
◆ 混合比率1：1（重量比）と取扱いが簡単

【色　調】アイボリー
【容　量】10kgセット（主剤・硬化剤 各5kg）
【標準塗布量】約37～78㎡（127～265ｇ/㎡：1～2回塗り）
【乾燥膜厚】60～125µm
【上塗りまでの乾燥時間】約16時間（気温20℃・湿度60％の環境下での目安）
【混合比率】 主剤：硬化剤1：1（重量比）

錆 発生個所の下塗りに・・・錆 発生箇所の下塗りに・・・

改修にも、新設にも！　大幅コスト削減！！

作業性抜群・強力防錆！
　　　  錆発生個所の下塗りに！

■塗布面積は目安です。被塗物・作業方法等で多少異なります。

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
登録番号 T18026（屋内用のみ）

※パワー防錆 EP039塗布後、パワー防錆 AP089で塗装

AfterAfter

BeforeBefore

①浮き錆や不活性塗膜は除去し、ケレン（３種ケレン以上）を行ってください。
　活性塗膜部分は、表面の目荒しを行ってください。
②被塗面のダスト類を除去してください。
　海水･酸･アルカリなどで汚染されている場合には、清水洗浄を行ってください。
③混合前に主剤･硬化剤をそれぞれ、電動撹拌機などで粘度が均一になるまで撹拌してください。
④主剤と硬化剤を1：1（重量比）の割合で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせて
ください。

※塗料は1時間程度で使い切れる量を混合してください。（気温20℃の環境下での目安。夏場な
どの高温時は15分程度を目安に調整してください。）

⑤塗装は、刷毛・ローラー・エアレスガンを使用してください。
⑥使用後の容器･工具類は【EPレデューサー】、またはラッカーシンナーで洗浄してください。
⑦16時間以上乾燥後、使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。状況に合わせて調整してください。
※上塗りに【パワー防錆AP089】をご使用いただく事で、更に強力な防錆力が得られます。

使用方法

●屋外及び日光にさらした場合、黄変、色あせ、チョーキングが起きる事があります。
●低温時や硬化反応中に塗膜表面に結露･湿気が加わると、ブラッシング現象を起こす事があ
ります。

●硬化剤混入後、通常はすぐに使用できますが、低温時（10℃以下）には、30分程度熟成時間を
取り使用してください。

●希釈が必要な場合には【EPレデューサー】を、主剤・硬化剤を混合した重量に対し10%を限度
にご使用ください。

●エッジ・ボルト部などは、あらかじめ刷毛などで先塗りをしておいてください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るように
してください。

使用上の注意

F☆☆☆☆登録商品

F☆☆☆☆登録商品

強力な防錆力と、柔軟性、耐衝撃性、そして密着力を誇る
防錆パテです。ガルバリウム、溶融亜鉛など、金属だけでなく、
木材、コンクリート、プラスチック、FRPなどにも使用できます。
溶接できない場所の錆穴再生も可能です。

強力な防錆力＋密着性 衝撃にも強い！

アルミパテ防錆【J】

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2022.04

【販売元】

ヒトの生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL：0280・80・0005㈹  FAX：0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://somayq.com/

被塗物との密着性
アルミニウム
ステンレス
スチール
焼付塗装塗膜
亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
コンクリート/モルタル
FRP

◎
◎
◎
◎
○
○
◎
◎

◎＝最適
○＝良 性能表

耐熱温度※1

指触乾燥
乾燥時間※2

最大厚み

150℃
20分
50分
10ｍｍ

※1焼付など一時的な温度上昇時
※2研磨までに必要な乾燥時間

※表の内容は、あくまでも目安です。気候や素材の種類・状態、作業環境によって
　変化する場合があります。作業時にご参考いただく資料としてご利用ください。

共通硬化剤（J）※別売り
2 液タイプのパテシリーズ全てに使用できる硬化剤です。
パテごとに硬化剤を変える必要がないため使いやすく、
無駄が出ません。

イエロー色 調

パテ100：硬化剤2配合率

80g・60ｇ・30ｇ容 量

目的 金属・コンクリートの補修
色調 グレー（硬化剤混合後：イエロー）

特長 1. 高い防錆力・柔軟性・耐衝撃性
2. 錆発生個所にも使用可能
3. 厚付けできるので、穴埋めが可能

●主剤は、使用前によく撹拌してください。
●共通硬化剤は、十分に揉みほぐしてから使用してください。
●塗装面に結露など水分が付着している場合は、乾いたウエスでパテ付け面を
拭いてから作業をしてください。
●温度の低い場合、被塗面を温めてからパテ付けを行ってください。
●主剤100に対して硬化剤2の割合（重量比）を必ず守ってください。バランスの
悪い配合で使用しますと、硬化不良や密着不良の原因となります。
●3mm以上塗布する場合は、一度に厚付けせず何度かに分けて塗り重ねてくだ
さい。
●アルミ・亜鉛処理鋼板（薄板）は、熱により素材が変形する事がありますので
注意してください。
　また、亜鉛処理鋼板は120分以上の乾燥時間を取り、研磨してください。
●使用後はしっかり蓋をし、直射日光の当たらない冷暗所に保管してお早めに
使い切るようにしてください。
●密着しにくい亜鉛処理鋼板には【必殺錆封じ】をご使用いただく事で密着力が
上がります。
●錆面に使用する際は【必殺錆封じ】をご使用いただく事で、密着力と防錆力が
上がります。

注意点

用途 自動車補修・建築・工業系
サビ・段差・凹み・亀裂・穴の補修

混合比率 主剤：硬化剤/100：2（重量比）
耐熱温度 150℃（塗装時雰囲気温度）
乾燥時間 指触乾燥：約20分 / 乾燥時間：約50分（研磨までに必要な乾燥時間）

※気温20℃・湿度60％の環境下での目安です
※乾燥時間は気温、湿度、素材により異なる場合があります

容量 4kg 

使用方法
①被塗面の油分・水分・ホコリなどを完全に除去してください。
②表地面を80～240番のペーパー（素材によって異なります）で研磨し、ダストを
除去してください。

③使用前にパテ主剤をよく撹拌し、硬化剤はよくもみ粘度を均一にしてください。
主剤100に対して共通硬化剤（J）2の割合（重量比）でムラなく十分に混合して
ください。

④パテは一度に厚付けせず、薄く塗り重ねるようにヘラ付けしてください。
⑤50分程度乾燥後、80～120番のペーパーで研磨してください。
　※乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。
　　状況に合わせて調整してください。
　※水研ぎ後は、水切り乾燥を十分に行ってください。
⑥使用後の容器･工具類は、ラッカーシンナーで洗浄してください。
【パテの上に直接上塗りをする場合】
①50分程度乾燥後、240～320番のペーパーで研磨し肌調整を行い、被塗面の
汚れやダストを除去してください。

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60％の環境下での目安です。
　　状況に合わせて調整してください。
②使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。

0120-689-690

ブルー

F☆☆☆☆登録商品

共通硬化剤【J】
（ブルー）　　　　　　　　　　

錆穴や欠損箇所を頑強な塗膜で抑え込むことで、
溶接無しでも補修・補強が可能に。
防錆力にも優れ、錆の進行を長期間抑えます。
プラントや工場など火気厳禁の現場でも、容易に
補修することができます。

錆穴、欠損を溶接無しで補修・補強！

プラント、工場などの火気厳禁の現場でも補修可能
優れた防錆力で錆の進行を抑える

配管補強パワー66

①浮き錆や不活性塗膜は除去し、３種ケレン以上のケレンを行ってください。
②被塗面のダスト類を除去し、油分や汚れを除去してください。
　海水･酸･アルカリなどで汚染されている場合には、清水洗浄を行ってください。
③混合前に主剤･硬化剤をそれぞれ、電動撹拌機などで粘度が均一になるまで撹拌してください。
④主剤と硬化剤を2：1（重量比）の割合で混合し、電動撹拌機などで2分程度よく混ぜ合わせてください。
※塗料は1時間程度で使い切れる量を混合してください。（気温20℃の環境下での目安。夏場などの高温時は15分程度を目安に
調整してください。）

⑤補修箇所にあわせてカットした【ファイバーグラスクロス】やガラスクロスをビニールシートに乗せ、ヘラ・刷毛・ローラーで
網目が隠れるまで【配管補強パワー66】を塗布します。

⑥補修箇所に【ファイバーグラスクロス】やガラスクロスを貼り付けビニールシートのみ剥がし、ヘラ・刷毛・ローラーで網目が
隠れるまで【配管補強パワー66】を再度塗布します。
⑦使用後すぐに容器、工具類をラッカーシンナーで洗浄してください。
⑧16時間以上乾燥後、使用する上塗り塗料の仕様に従って塗装してください。
※【ファイバーグラスクロス】、ガラスクロスは、別途ご用意ください。
※乾燥時間は、気温・湿度・躯体の表面温度で異なります。状況に合わせて調整してください。
※塗装後、強制乾燥を行うことで短時間での穴埋めが可能です。

使用方法

目的 錆穴、欠損箇所の補修・補強

色調 グレー 特長 1. 頑強な塗膜で錆穴や欠損箇所を補修し補強
2. 溶接無しで補修できる新工法
3. 火気厳禁の現場でも補修可能
4. 防錆力に優れ長期間錆を抑える

●【配管補強パワー66】は、屋外及び日光にさらした場合黄変、
色あせ、チョーキングが起きる事があります。

●低温時や硬化反応中に塗膜表面に結露･湿気が加わると
ブラッシング現象を起こす事があります。

●上塗りは一度に厚塗りをしないでください。
●開封後はしっかり蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に
保管し、お早目に使い切るようにしてください。

注意点

用途 ・配管、鉄骨階段、折半屋根など
 鉄部の錆穴欠損部の補修・補強
・補修箇所の防錆

容量 7.5kgセット（主剤5kg・硬化剤2.5kg）/ 750gセット（主剤500g・硬化剤250g）

上塗りまでの乾燥時間 16時間以上
※乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。気温・湿度・躯体の表面温度により異なる場合があります。

ファイバーグラスクロス ※別売り

ブルー色 調

100×78cm（1枚入）サイズ

欠損箇所を塞ぐ際に使用します。

750gセット 7.5kgセット

塗布量：�×�×�cmで約�g
混合比率：主剤：硬化剤：P剤 / �：�：�
※専用促進剤は主剤の重量に対し�％を限度にご使用ください。
乾燥時間：指触乾燥：約�～�時間 / 完全乾燥：約��時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間：指触乾燥：約�～�時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　完全乾燥：約�時間
上塗りまでの乾燥時間：��時間以上

※塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
※乾燥時間は、気温��℃・湿度��％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に��時間以上かかる場合があります。
※紫外線の影響で黄変する場合があります。

塗布量：�×�×�cmで約�g
混合比率：主剤：硬化剤 / �：�（重量比）

上塗りまでの乾燥時間：約��分
上塗りをしない場合の歩行可能時間：約�時間

混合比率：主剤：硬化剤 / �：�（重量比）

乾燥時間：約�時間 / 完全乾燥：約��時間
上塗りまでの乾燥時間：��時間以上

※塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
※乾燥時間は、気温��℃・湿度��％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に��時間以上かかる場合があります。
※紫外線の影響で黄変する場合があります。

フィラー ザラザラ
専用促進剤 （別売）

（別売）

深いクラックも 大きくあいた穴でも
ガッチリ固めて補強！
深く入ったクラックでもコンクリートの深部まで浸透し密着。
頑強な床を長期間形成します。臭いも少なく環境にやさしい水性タイプで
安心してご使用いただけます。

【開発・製造元】

◆カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります　2021.05

【販売元】

人の生命を守り ー あらゆるモノの再生・延命化も

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31
TEL-0280・80・0005㈹  FAX-0280・80・0006㈹
E-mail:support@somayq.com　https://www.somayq.com

■施工事例

■施工事例

欠損・クラックの状況に合わせて選べるラインナップ

アスファルトでも 強力密着・高発色

BeforeBefore AfterAfter

アスファルトに直接塗装できる 
工場内のライン引きが自分たちで！
専用の機材もいらず、塗装初心者でも簡単にアスファルトに塗装することができます。
アスファルトの隙間まで浸透し密着。長期間きれいな発色が続きます。

塗布量：1ｍ×0.15ｍで約100ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：Ｐ剤 / 1：1：2（重量比）
指触乾燥：約4時間
歩行可能時間：約8時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
　アスファルトの凹凸が激しい場合は、塗布量が 150ｇを超える場合もあります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。　　
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤：P剤/ 1：1：5（重量比）
　　　　　※専用促進剤は主剤の重量に対し5%を限度にご使用ください。

乾燥時間：指触乾燥：約4～5時間/完全乾燥：約12時間
専用促進剤を使用した際の乾燥時間： 指触乾燥：約1～2時間
 完全乾燥：約3時間
上塗りまでの乾燥時間：12時間以上
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時に促進剤を使用しない場合、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

広範囲のクラック・欠損補修に GOANZEN フィラー ザラザラ

細かなクラックでも
深部まで浸透して強力密着
パテのようにコテなどでしっかりと押し込むことで、ヘアクラックなどの補修剤の
浸透しにくい細かな欠損でも深部まで浸透しガッチリ固めて補強します。

塗布量：1×1×1cmで約2ｇ
混合比率：主剤：硬化剤/ 1：1（重量比）
上塗りまでの乾燥時間：約30分
上塗りをしない場合の歩行可能時間：約3時間
■塗布量は目安です。床の状態、作業方法などで多少異なります。
■乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安です。
　気温・湿度により異なる場合があります。
　夏場などの高温時は、主剤・硬化剤を混合後短時間で硬化が始まる場合があります。
　冬場などの低温時は、硬化に 24 時間以上かかる場合があります。
■紫外線の影響で黄変する場合があります。

細かなクラックや欠損補修に GOANZEN フィラー なめらか

アスファルトへの塗装に GOANZEN ホワイト/イエロー

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

全6色（グリーン・ライトグリーン・レッド
 アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各1kg/P剤 5kg

GOANZEN フィラー ザラザラ 7kgセット

品  名 容  量

全3色（アイボリー・グリーン・コンクリ色） 主剤・硬化剤 各200g/P剤 1kg
GOANZEN フィラー ザラザラ 1.4kgセット

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
専用促進剤 100ｇ

1セット

1セット

1

入  数

受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

全3色（アイボリー・コンクリ色・アスファルト色） 主剤・硬化剤 各500g
GOANZEN フィラー なめらか 1kgセット 1セット

入  数
受注
生産

備  考

■受注生産品は納品までお時間をいただいております

品  名 容  量

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN イエロー
4kgセット 1セット

入  数

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 2kgGOANZEN ホワイト
4kgセット 1セット

受注
生産

備  考

※画像は 7kg セットです
　P剤 1kg が 5袋入っています

※画像はGOANZEN ホワイトです
　P剤 1kg が 2袋入っています

BeforeBefore AfterAfter

■施工事例

BeforeBefore AfterAfter

F☆☆☆☆登録商品

▶▶

▶▶

※乾燥時間は、気温��℃・湿度��％の環境下での目安です。
　気温・湿度、作業方法などにより異なる場合があります。

�kgセット：��,���円�kgセット：��,���円

�kgセット：��,���円�kgセット：��,���円

�kgセット：�,���円�kgセット：�,���円

�,���円(税別)�,���円(税別)

��kgセット：��,���円��kgセット：��,���円

�.�kgセット：��,���円�.�kgセット：��,���円

主剤 �.�kg：��,���円
硬化剤 �.�kg：�,���円
主剤 �.�kg：��,���円
硬化剤 �.�kg：�,���円

���gセット：�,���円���gセット：�,���円

 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

◀  必殺 錆封じ
　   �.�L：�,���円
　   �.�L：��,���円
　   ��L：��,���円

�.�L�.�L

��L��L

�.�L�.�L

共通硬化剤【J】  ▶
��g：�,���円

◀  アルミパテ防錆【J】
　   �kg：��,���円



株式会社 THLホールディングス　代表　芝山憲司　　株式会社 THLホールディングス　代表　芝山憲司　　

・工場・倉庫 省エネ照明の販売
・ソリューション/コンサルティング
・工場・倉庫 省エネ照明の販売
・ソリューション/コンサルティング

株式会社 THL（東北ライティング）株式会社 THL（東北ライティング）

・製品開発・輸入貿易・品質管理事業
・グループ全体のシステム開発・管理
・製品開発・輸入貿易・品質管理事業
・グループ全体のシステム開発・管理

株式会社 THLホールディングス株式会社 THLホールディングス

・業務用製品の卸/販売・業務用製品の卸/販売

株式会社 Proワーク照明株式会社 Proワーク照明

・電気工事/照明設備のメンテナンス・電気工事/照明設備のメンテナンス

株式会社 THL総合電設株式会社 THL総合電設

私たちは震災復興を
応援するために設立しました

一般社団法人 非常食備蓄支援機構一般社団法人 非常食備蓄支援機構

・業務推進 ・サポート事業・業務推進 ・サポート事業

協賛団体協賛団体

全国��拠点
※����年�月現在

無電極ランプの製品企画開始
北陸地区に先行してマーケット試験販売を行う
東北ライティング株式会社設立（本社：宮城県仙台市）
新たに無電極ランプ「TecoL｣ブランドにて全国販売開始
直販営業による全国各地の拠点強化（地域拠点開設）
従来のLED特有の問題点を改善した高天井用LED照明
｢Eye-BAC｣シリーズの販売開始
施工管理部門である株式会社K電を設立
業販および大手特販卸部門である株式会社Proワーク照明を設立
ソリューション事業展開を行うため社名を株式会社THLに変更
株式会社THLホールディングス設立
一般社団法人非常食備蓄支援機構業務開始
自社ECサイトを開設
施工管理部門株式会社K電を株式会社THL総合電設に改組

導入予算の厳しい企業向けの、初期導入予算を必要としない「エスコ提案」事業

省エネで削減される予算から子供たちを支援する「エコ未来プロジェクト」事業

会社概要
代表者 芝山 憲司

設立 ����年��月

所在地 本社
〒���-����
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���

HD管理本部
〒���-����
石川県金沢市窪�丁目���

北陸管理本部
〒���-����
石川県金沢市矢木�丁目���

●拠点/東北・関東・栃木・静岡・北陸・東海・関西・岡山・広島・四国・九州・熊本

事業内容 工場･倉庫用などの過酷な環境で使用される水銀灯などに対応する
業務用の「省エネ照明の開発・販売」事業

お客様が必要とされる「環境改善商材の開発／製造／提案」を行う
「ソリューション」事業

災害時に避難場所へ迅速に誘導する「災害時ひなん施設誘導看板」事業

災害時に社員を守る「企業による非常食備蓄」事業

沿革

����年
����年
����年

����年

         
����年
����年

����年
����年
����年
����年

弊社は、阪神、能登、東北などの災害を身近に経験し「東北の復興支援を行う」との
決意で設立しました。主力製品の業務用照明を通して「お客様が儲かる製品」を実
践するという社是のもと、人の役に立てる企業を目指してきました。

非常食の備蓄は
されていますか？
非常食の備蓄は
されていますか？

地震・水害・台風・火山噴火・豪雪など
さまざまな自然災害が発生しています。
地震・水害・台風・火山噴火・豪雪など
さまざまな自然災害が発生しています。

今は、企業が独自に食料や飲料水の備蓄を行い
社員や家族、地域住民を守っていく時代です。
今は、企業が独自に食料や飲料水の備蓄を行い
社員や家族、地域住民を守っていく時代です。

THLホールディングスでは、
一般社団法人 非常食備蓄支援機構との
業務提携により 非常食・災害対策商品の
ネット販売を行っております。

THLホールディングスでは、
一般社団法人 非常食備蓄支援機構との
業務提携により 非常食・災害対策商品の
ネット販売を行っております。

万が一の災害から社員と家族を守るため
周辺地域住民の方への援助のため

カタログ「企業備蓄と防災のすすめ」では
企業・社員・近隣住民を守るための商品を
数多くご紹介しております。

カタログ「企業備蓄と防災のすすめ」では
企業・社員・近隣住民を守るための商品を
数多くご紹介しております。

万 が一の災 害から社 員と家 族を守る

企業備蓄と防災のすすめ

D i s a s t e r  R e c o v e r y
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現 場 のお困りごとを解 決します！

現 場 環 境 改 善 のすす め

S u g g e s t i o n  o f  S o l u t i o n  

2022 Vol.1

T H L ホ ー ル ディン グス の

����.��

https://thl-hd-ec.site/
THL通販サイト 検索

製品は通販サイトでも購入可能です
カタログ掲載以外の環境改善商品を多数取り揃えております

代理店

株式会社THL（東北ライティング）

北陸管理本部
〒���-����
石川県金沢市矢木�丁目���番地
TEL：���-���-����
FAX：���-���-����

〒���-����
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���
TEL  ���-���-���� 
FAX  ���-���-���� 

本社

株式会社THL総合電設
〒���-����
岡山県倉敷市東富井���-��
TEL：���-���-����
FAX：���-���-����

株式会社Proワーク照明
〒���-����
石川県金沢市窪�丁目���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-����

お困りごとをトータルソリューションで解 決！

支店・営業所　東北/関東/栃木/静岡/北陸/東海/関西/岡山/広島/四国/九州/熊本

新型コロナウィルス感染拡大を抑止するためお客様のご要望がない限り
営業訪問を自粛しております。
お問い合わせやご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください。

0800-1111-505

HD管理本部
〒���-����  
宮城県仙台市泉区市名坂字原田���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-���� 

本社
〒���-����  
石川県金沢市窪�丁目���
TEL  ���-���-����
FAX  ���-���-����

株式会社THLホールディングス 0120-689-690

https://thl-hd.com THL 検索ホームページ

照明製品に関するお問い合わせ先： info@t-ecol.com各事業に関してのお問い合わせ先： info@thl-hd.co.jp

相談窓口

一般社団法人 非常食備蓄支援機構
協賛団体


