
厚膜型 特殊変性エポキシ樹脂塗料

塗装工程合理化を実現！

中国塗料株式会社

エコロガード100J

中国塗料ホームページ
http://www.cmp.co.jp/

中国塗料株式会社

当社は（一社）日本塗料工業会が推進する
『コーティング・ケア（環境・安全・健康に関す
るプログラム）』を実施しています。

1503.500.PP※ ここに掲載した製品の仕様は、改良等の理由で予告なく変更することがあります。

東京本社  〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング12F　    0120-70-4931
広島本社  〒739-0652  広島県大竹市明治新開1-7　            　　　　　　　　　　　0120-75-4931
東　　京  〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング12F　　0120-48-4931
北 海 道  〒061-1433  北海道恵庭市北柏木町3-104　　　　　　　　　　　　　　0120-13-4931
東　　北  〒983-0045  仙台市宮城野区宮城野1-12-1 仙台MMビル　　　　　　　　0120-16-4931
静　　岡  〒422-8063  静岡市駿河区馬渕3-2-25 Ｔ・Ｋビル 4F　　　　　　　　　　0120-24-4931
大　　阪  〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル7F　　　　　　　　0120-53-4931
名 古 屋  〒460-0003  名古屋市中区錦1-7-27 三同ビル錦4F　　　　　　　　　 0120-52-4931
四　　国  〒763-0064  丸亀市前塩屋町2-1-40 オレンジハイツ丸亀1F　　　　　　  0120-56-4931
今　　治  〒794-0028  今治市北宝来町1-5-14 井上ナショナル会館３F　　　　　　  0120-30-4931
尾　　道  〒722-0051  尾道市東尾道14-5　　　　　　　　　　　　　　　　　　0120-36-4931
　 呉　    〒737-0051  呉市中央1-4-24-6F　　　　　　　　　　　　　　　　　 0120-38-4931
広　　島  〒739-0652  大竹市明治新開1-7　　　　　　　　　　　　　　　        0120-57-4931
長　　崎  〒850-0046  長崎市幸町1-16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0120-43-4931
福　　岡  〒810-0075  福岡市中央区港3-4-27　　　　　　　　　　　　　　　　 0120-42-4931
佐 世 保  〒857-1162  佐世保市卸本町2-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　0120-45-4931
大　　分  〒875-0053  臼杵市大字福良1897-1 旭産業ビル　　　　　　　　　　　 0972-63-4048
九州工場  〒842-0035  佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2783　　　　　　　　　　　 0120-76-4931
滋賀工場  〒520-2323  滋賀県野洲市三上2306-7　　　　　　　　　　　　　　　0120-79-4931

当社製品を安全にお取り
扱いいただくために、製
品説明書、SDS、製品容
器に貼付の警告ラベルな
どを良く読んでご使用下
さい。



“エコロガード100J”は、従来の塗装仕様と比較して長期防食性能等の塗膜性能に優れ、塗装工程の
合理化・省力化を実現した厚膜塗装が可能な特殊変性エポキシ樹脂塗料です。
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塗装仕様　

素地調整　　2種ケレン（ISO St3）以上の処理     

35μm

35μm

30μm

25μm

125μm

標準油性系塗装仕様（代表例）

屋内鉄骨、機器、架構等

屋外鉄骨、機器、架構等

※ 上記塗装仕様　、　は代表例を記載しております。その他の塗装系につきましては、当社担当窓口までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
※ エコロガード100J冬期タイプもラインナップしております。

膜厚塗料名称

素地調整　　2種ケレン（ISO St3）以上の処理     

125μm

125μm

エコロガード塗装仕様

膜厚塗料名称

厚膜型  特殊変性エポキシ樹脂塗料

エコロガード100J

鉛・クロムフリーさび止めペイント

鉛・クロムフリーさび止めペイント

合成樹脂調合ペイント

合成樹脂調合ペイント
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塗装回数４回
塗装回数1回 

素地調整　　2種ケレン（ISO St3）以上の処理     

40μm

40μm

40μm

35μm

155μm

従来塩化ゴム系塗装仕様（代表例）

膜厚塗料名称

素地調整　　2種ケレン（ISO St3）以上の処理     

155μm

エコロガード塗装仕様

膜厚塗料名称

塩化ゴム系 下塗塗料

塩化ゴム系 下塗塗料

塩化ゴム系 中塗塗料

塩化ゴム系 上塗塗料

塗装回数４回 塗装回数2回 

塗装仕様　

標準油性系
塗装仕様

従来塩化ゴム系
塗装仕様

エコロガード100J
塗装仕様

工程合理化塗装仕様例

塗膜性能比較 標準カラー

厚膜型  特殊変性エポキシ樹脂塗料

エコロガード100J

ポリウレタン樹脂塗料上塗

ユニマリン No.300

長期耐候性に優れたポリウレタン樹脂塗料やふっ素樹脂塗料
「フローレックス」を上塗りとして推奨します。      
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厚膜型 特殊変性エポキシ樹脂塗料  エコロガード100J

厚膜型 特殊変性エポキシ樹脂塗料

スプレー塗装で厚膜塗装が可能であり防食性が優秀です。Ｈ型
鋼鉄骨塗装の厚膜確保に有効です。

厚膜塗装により、塗装回数を低減。乾燥に要する日数・場所も
大幅に削減できます。

耐酸・耐アルカリ性等の耐薬品性が優秀です。

長期防食性により、構造物のライフサイクルにおけるトータル
メンテナンスコストを低減できます。

防食性

工程合理化

耐薬品性

メンテナンスコスト

幅広い上塗り適合性

特 長

エコロガード100Jエコロガード100J

塗装工程合理化を実現！

油性、塩化ゴム、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン、ふっ素
などの上塗り塗料との付着性が良好です。

膜厚を確保するよう、先行タッチアップするなどして、コーナー
部等の塗装にご注意願います。 

一般陸上構造物、鉄骨、橋梁等

※印刷のため実際の色調とは異なります。

ライトグレー

グレー

赤さび
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厚膜型 特殊変性エポキシ樹脂塗料

塗装工程合理化を実現！

中国塗料株式会社

エコロガード100J

1503

当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の
警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

www.cmp.co. jp/
■製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
■本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。
■製品に関するお問い合わせは、当社ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。 当社は（一社）日本塗料工業会が推進す

る『コーティング・ケア（環境・安全・健康に
関するプログラム）』を実施しています。


