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大切な設備の維持管理に。

フローレックス 
フローレックス 上塗
フローレックス No.500 上塗
フローレックス 上塗 MS
フローレックス 上塗 MS HB

ふっ素樹脂塗料上塗8ページ

バイオクリン ECO
シリコーン系 無毒・無公害防汚塗料3ページ

チタン箔防食システム

11ページ チタン箔＋ふっ素樹脂塗料による防食システム

エコロガード 100J
環境対応形 特殊変性エポキシ樹脂塗料11ページ

パーマスター WE 200
水中・湿潤面用エポキシ樹脂被覆材6ページ

エコマックス Bi ECO
シリコーン系防汚塗料用長期防食形特殊エポキシ樹脂塗料4ページ

標準品
低汚染形
弱溶剤形
厚膜形（弱溶剤形）

ケイソル
ケイソル No.100
ケイソル No.100 HB

高耐候性無機質系塗料上塗7ページ

厚膜形

標準品
ハイグレード

ユニマリン
ユニマリン No.300 上塗
ユニマリン HS
ユニマリン No.300 上塗 MS HB
ユニマリン No.300 上塗 MS

ポリウレタン樹脂塗料上塗9ページ

コンテクト WE　（コンクリート面用）
コンテクト WE 100
コンテクト WE 300

水中・湿潤面用エポキシ樹脂被覆材5ページ

標準品
厚膜形（工程短縮）
厚膜形（弱溶剤形）
弱溶剤形

サーモシャダン W
サーモシャダンプライマー W AR（さび止め塗料）
サーモシャダン W BL（遮熱塗料）
サーモシャダン W AS（高日射反射率塗料）
サーモシャダン W FC（低汚染ふっ素高日射反射率塗料）

水系遮熱塗料（高日射反射率塗料）10ページ

パーマックス No.3000 S
パーマックス No.3000 S
パーマックス No.3000 S-HB

長期耐久性エポキシ樹脂系塗料10ページ

標準品
超厚膜形

設備の維持管理にますます重要性を求められる重防食塗料。中国塗料では、従来の防錆防食機能に加え、
「環境に優しい」「省工程」「美観」を考慮した超長期耐久性防食塗料をご提案しております。設備の新設
またはメンテナンスを行なわれる際に、ぜひご相談ください。

バイオクリン ECO
バイオクリン ECO-2

標準品
2回塗り用

湿潤面、気中部
湿潤面、水中面、気中部

パーマスター WE　（鋼板用）
パーマスター WE 200
パーマスター WE 300

水中・湿潤面用エポキシ樹脂被覆材6ページ

湿潤面、気中部
湿潤面、水中面、気中部

バイオガード 300S
海中網用防汚剤12ページ

バイオクリスティー 700LL
溶解性銅ガラス含有海中網用防汚剤12ページ

CMP ライナー
CMP ライナー グレー
CMP ライナー ブルー

２液型無溶剤エポキシ樹脂充填材12ページ

水系遮熱塗料（高日射反射率塗料）

標準品
ハイグレード
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防汚塗料 防食下塗塗料

表面張力の低いシリコーン系合成樹脂の特長を活かしたバイオ
クリンは、イルカ、うなぎなどの魚体表皮に類似した滑らかな表
面構造により、貝や海藻類の付着を防止します。また、銅化合物
や有機錫化合物等の重金属類を含有しない、環境保全に貢献す
る防汚塗料として高い評価を受けています。海水機器、諸設備に
対する汚損生物の付着防止用に最適です。

バースクリーン 循環水管

ロータリースクリーン 海水クーラー

フィルター フィルター

150μm

鋼　材

バイオクリン ECO

エコマックスBi ECO

75μm
75μm

鋼　材

バイオクリン ECO 2
バイオクリン ECO 2

エコマックスBi ECO

■ バインダーコート不要で、塗り替えが容易です。
■ 防汚性・環境保全性に優れています。
■ 工程短縮・コスト低減を実現しました。

バイオクリンECO

エコマックス S-HB

コンクリート面

バイオクリンECO-2

取 水 路 海水導入管 循環水管

バースクリーン 復 水 器

海水クーラー  他

バイオクリン
塗装部

■バイオクリンの塗装後の経過
バイオクリンを塗装していない場合は、数年で貝類、
藻類などが付着します。厚いところでは約１５cmに
もなり、メンテナンス費用も大幅にアップします。

バイオクリン
非塗装部

ポンプ室

陸上および没水環境の鉄面・コンクリート面用下塗

バイオクリンECO
シリコーン系 無毒・無公害防汚塗料

エコマックス
長期防食形特殊エポキシ樹脂塗料

標準塗装仕様

標準塗装仕様特 長

特 長

特 長

用 途

用 途

鉄面・コンクリート面のシリコーン系防汚塗料用防食下塗

用 途
バイオクリン ECO
バイオクリン ECO-2

ラインナップ エコマックス S-HB
エコマックス Bi ECO
エコマックス Bi ECO-F

ラインナップ

モーゼ・プロジェクト

無 公 害
PRTR法対象化学物質フリー

TX フリー

工程合理化（厚膜塗装可能）
重金属顔料フリー

下地処理（※）

（※）ブラストSa21／2以上。

下地処理（※）

（※）ブラストSa21／2以上。

優れた防汚性能と環境へ
の配慮により、ベネチア
を高潮被害から守るモー
ゼ・プロジェクトにも採
用されています。

■ 長期防食性が特に優れています。

■ タレや膜切れが少なく、超厚膜塗装が可能です。                                 
※ドライ膜厚700μm／回までの塗装可能です。

■ 鉄面はもちろん、コンクリート面などへの塗装が可能です。

■ 気中環境・水没環境等への防食塗料として長期重防食が可能です。

エコマックス S-HBは優れた防食性能で厚膜塗装も可能な
ため、さまざまな環境へ対応します。また、エコマックスBi 
ECOは、シリコーン系防汚塗料バイオクリンECOが直接塗付で
きるため大幅な工期短縮を実現しています。

標 準 品

2回塗り用

シリコーン系防汚塗料用
特定化学物質フリー

標 準 品

エコマックス S-HB

エコマックス Bi ECO
　

■ シリコーン系防汚塗料「バイオクリンECO」が直接塗付できます。

■ 厚膜塗装が可能で工程の短縮となります。

■ 鉄面はもちろん、コンクリート面やゴムライニング面などへの塗
装が可能です。

300μm

300μm

各種上塗
各種中塗

エコマックス S-HB600μm

鋼　材

エコマックス Bi ECO

150μm

鋼　材

バイオクリン ECO

エコマックスBi ECO

下地処理（※）

（※）ブラストSa21／2以上。

下地処理（※）

（※）ブラストSa21／2以上。

300μm

150μm バイオクリン ECO

エコマックスBi ECO300μm

エコマックスBi ECOミストコート

コンクリート

コンクリート

600μm エコマックス S-HB
エコマックス S-HBミストコート

各種上塗
各種中塗

鉄 面

コンクリート面

鉄 面
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水中や飛沫帯など厳しい腐食環境にさらされる護岸設備や海洋
構造物の鋼板面の補修に最適で、画期的な水中・湿潤面用エポ
キシ樹脂被覆材です。水中・湿潤面での塗装が可能ですので工程
の合理化に大きく貢献します。

■ 塗付作業性・硬化性が優秀です。
■ 被塗物との付着性が優秀です。
■ 長期防食性が優れています。
■ 有害金属等を含まず海洋保全に貢献します。

鋼管杭

ダムゲート 他

鋼 矢 板 水 門

600μm

450μm

パーマスター WE 300 上塗

パーマスター WE 300 下塗

下地処理（※）

パーマスター 
WE 200

パーマスター
WE 300

（※）水中ブラストSa21／2 以上、塗付直前にマジックロン処理。

250μm

300μm

パーマスター WE 200 上塗

パーマスター WE 200 下塗

下地処理（※）

（※）ブラストSa21／2 以上。

鋼　材

鋼　材

パーマスターWE
水中・湿潤面用エポキシ樹脂被覆材鋼 板 用

パーマスター WE 200
パーマスター WE 300

ラインナップ

特 長

用 途

標準塗装仕様

工程の合理化

ブラスト ISO Sa1／2 パーマスター WE の塗装

湿潤面水中面 気中部

湿潤面 気中部

パーマスターWEの施工動画を当社ホームページに
掲載していますので、ぜひご覧ください。      

水中硬化被覆材

水中および湿潤環境、気中部のコンクリート面に対し優れた密
着性を発揮する水中・湿潤面・気中部用エポキシ樹脂被覆材「コ
ンテクト」シリーズ。従来の塗料では塗装が困難な箇所の防食・
美装に多大な貢献をしています。

「コンテクトWE100 工法」は、連続繊維シート等補強材を使用
しない、湿潤面に直接施工可能な塗装型コンクリート剥落防止
工法です。インフラの整備および長寿命化に、ご活用ください。

■ 塗付性・施工性が優秀です。
■ 被塗物との付着性が優秀です。
■ 厚膜施工性が優秀です。
■ 有害金属等を含まず、海洋保全に貢献します。

護岸コンクリート部 高 欄 橋 脚   他

600μm

500μm

コンテクト WE300 上塗

コンテクト WE300 下塗

下地処理（※）

コンテクト WE100

コンテクト WE300

（※）水中ブラスト、塗付直前にマジックロン処理。

500μm

500μm

コンテクト WE100

コンテクト WE100

下地処理（※）

（※）ディスクサンダー、パワーブラシ、高圧水洗等で処理。

コンクリート

600μm

600μm

コンテクト WE100（特殊繊維入り）

コンテクト WE100（特殊繊維入り）

下地処理（※）

（※）浮き・はく離したコンクリートを除去し、ワイヤブラシ、サンダー、サンドブラスト等を
      用いて下地コンクリートを処理する。

コンクリートコンクリート

施工後

施工前 施工中

コンテクトWE

コンテクトWE100工法

水中・湿潤面・気中部用エポキシ樹脂被覆材コンクリート面用

コンテクト WE 100
コンテクト WE 300

ラインナップ

ラインナップ

特 長

標準塗装仕様

標準塗装仕様

用 途

コンテクト WE 100（特殊繊維入り）

湿潤面水中面 気中部

湿潤面 気中部

工程の合理化

コンテクトWEの施工動画を当社ホームページに掲載
していますので、ぜひご覧ください。      

コンクリートの剥落防止には ...

耐候性、色相調整が必要な場合には、上記の工程の後に弱溶剤形上塗塗料
「ユニマリン No.300 上塗 MS」、または弱溶剤形ふっ素樹脂上塗塗料「フロ
ーレックス 上塗 MS」を塗装してください。

2015年6月～2021年3月
NETISに登録

https://www.cmp.co.jp/products/protective_coatings.html
https://www.cmp.co.jp/products/protective_coatings.html
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水中や飛沫帯など厳しい腐食環境にさらされる護岸設備や海洋
構造物の鋼板面の補修に最適で、画期的な水中・湿潤面用エポ
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■ 被塗物との付着性が優秀です。
■ 長期防食性が優れています。
■ 有害金属等を含まず海洋保全に貢献します。
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ダムゲート 他

鋼 矢 板 水 門

600μm

450μm
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パーマスター WE 300 下塗

下地処理（※）

パーマスター 
WE 200

パーマスター
WE 300

（※）水中ブラストSa21／2 以上、塗付直前にマジックロン処理。

250μm

300μm

パーマスター WE 200 上塗
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下地処理（※）

（※）ブラストSa21／2 以上。

鋼　材

鋼　材

パーマスターWE
水中・湿潤面用エポキシ樹脂被覆材鋼 板 用

パーマスター WE 200
パーマスター WE 300

ラインナップ

特 長

用 途

標準塗装仕様

工程の合理化

ブラスト ISO Sa1／2 パーマスター WE の塗装

湿潤面水中面 気中部

湿潤面 気中部
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水中硬化被覆材

水中および湿潤環境、気中部のコンクリート面に対し優れた密
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■ 塗付性・施工性が優秀です。
■ 被塗物との付着性が優秀です。
■ 厚膜施工性が優秀です。
■ 有害金属等を含まず、海洋保全に貢献します。
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水中・湿潤面・気中部用エポキシ樹脂被覆材コンクリート面用

コンテクト WE 100
コンテクト WE 300

ラインナップ

ラインナップ

特 長

標準塗装仕様

標準塗装仕様

用 途

コンテクト WE 100（特殊繊維入り）

湿潤面水中面 気中部

湿潤面 気中部
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していますので、ぜひご覧ください。      

コンクリートの剥落防止には ...

耐候性、色相調整が必要な場合には、上記の工程の後に弱溶剤形上塗塗料
「ユニマリン No.300 上塗 MS」、または弱溶剤形ふっ素樹脂上塗塗料「フロ
ーレックス 上塗 MS」を塗装してください。

2015年6月～2021年3月
NETISに登録

https://www.cmp.co.jp/products/protective_coatings.html
https://www.cmp.co.jp/products/protective_coatings.html
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各種上塗

ケイ素化合物を主成分とする「ケイソル」はふっ素樹脂塗料と同
等以上の高耐候性を有している無機質系塗料です。「ケイソル」
は無機質系であるため塗膜は耐熱性があり、撥水性、ガスの不透
過性、酸・アルカリへの耐薬品性、耐汚染性、防かび、防藻性の諸
物性に優れ、特に紫外線を含む光線暴露に卓越した耐久性を発
揮します。

■ 高耐候性であり、高光沢のエナメル対応型です。
■ 耐酸・耐アルカリ性に優れています。
■ 乾燥性が優秀なため塗装作業性が良好です。
■ 常温硬化型なので、現場施工が可能です。
■ HB は No.100 の厚膜形です。

ケイソル
No.100

ケイソル
No.100HB

煙 突 タンク 鉄 塔

橋 梁 風力発電機　他

55μm

120μm

旧 塗 膜

フローレックス上塗MS HB

ユニバンMS HB

下地処理
素地調整程度
3種

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上フローレックスNo.500上塗

フローレックス中塗EP

エピコンプライマーHB

ミストコート

ガルボン S-HB ID

25μm
30μm

120μm

75μm

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上フローレックス 上塗

フローレックス中塗EP

エピコンプライマーHB

ミストコート

ガルボン S-HB ID

25μm
30μm

120μm

75μm

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上ケイソルNo.100

ケイソル中塗U

エピコンプライマーHB

ミストコート
ガルボン S-HB ID

30μm
30μm

120μm

75μm

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上ケイソルNo.100HB

ケイソル中塗U

エピコンプライマーHB

ミストコート
ガルボン S-HB ID

50μm
30μm

120μm

75μm

フローレックスは、ふっ素樹脂を主剤として非黄変性イソシアネ
ートを硬化剤とする塗料で、耐候性、耐薬品性、耐水性に優れて
います。特に耐候性はポリウレタン樹脂塗料より優れた性質を
持っており、超長期の耐久性が必要とされる重防食塗装系の上
塗りとして多く採用されています。

■ 卓越した耐候性を有しています。
■ 耐水性、耐塩水性、耐薬品性に優れています。
■ 抜群の付着力、耐衝撃性を発揮します。

フローレックス
上塗MS

フローレックス
No.500上塗

フローレックス
上塗

フローレックス
上塗MS HB

煙 突 タンク 鉄 塔

橋 梁 風力発電機　他

ユニバンMS

ユニバンMS

フローレックス中塗EP MS
25μm
30μm
60μm

60μm

旧 塗 膜

下地処理
素地調整程度
3種

フローレックス上塗MS

ケイソル
高耐候性無機質系塗料上塗

フローレックス
ふっ素樹脂塗料上塗

ケイソル No.100
ケイソル No.100 HB

ラインナップ

特 長

用 途

標準塗装仕様

標準塗装仕様

特 長

用 途

フローレックス 上塗
フローレックス No.500 上塗
フローレックス 上塗 MS
フローレックス 上塗 MS HB

ラインナップ

低汚染形

弱溶剤形

厚膜形（弱溶剤形）
厚 膜 形

標 準 品

長期耐久性 長期耐久性
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各種上塗

ケイ素化合物を主成分とする「ケイソル」はふっ素樹脂塗料と同
等以上の高耐候性を有している無機質系塗料です。「ケイソル」
は無機質系であるため塗膜は耐熱性があり、撥水性、ガスの不透
過性、酸・アルカリへの耐薬品性、耐汚染性、防かび、防藻性の諸
物性に優れ、特に紫外線を含む光線暴露に卓越した耐久性を発
揮します。

■ 高耐候性であり、高光沢のエナメル対応型です。
■ 耐酸・耐アルカリ性に優れています。
■ 乾燥性が優秀なため塗装作業性が良好です。
■ 常温硬化型なので、現場施工が可能です。
■ HB は No.100 の厚膜形です。

ケイソル
No.100

ケイソル
No.100HB

煙 突 タンク 鉄 塔

橋 梁 風力発電機　他

55μm

120μm

旧 塗 膜

フローレックス上塗MS HB

ユニバンMS HB

下地処理
素地調整程度
3種

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上フローレックスNo.500上塗

フローレックス中塗EP

エピコンプライマーHB

ミストコート

ガルボン S-HB ID

25μm
30μm

120μm

75μm

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上フローレックス 上塗

フローレックス中塗EP

エピコンプライマーHB

ミストコート

ガルボン S-HB ID

25μm
30μm

120μm

75μm

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上ケイソルNo.100

ケイソル中塗U

エピコンプライマーHB

ミストコート
ガルボン S-HB ID

30μm
30μm

120μm

75μm

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上ケイソルNo.100HB

ケイソル中塗U

エピコンプライマーHB

ミストコート
ガルボン S-HB ID

50μm
30μm

120μm

75μm

フローレックスは、ふっ素樹脂を主剤として非黄変性イソシアネ
ートを硬化剤とする塗料で、耐候性、耐薬品性、耐水性に優れて
います。特に耐候性はポリウレタン樹脂塗料より優れた性質を
持っており、超長期の耐久性が必要とされる重防食塗装系の上
塗りとして多く採用されています。

■ 卓越した耐候性を有しています。
■ 耐水性、耐塩水性、耐薬品性に優れています。
■ 抜群の付着力、耐衝撃性を発揮します。

フローレックス
上塗MS

フローレックス
No.500上塗

フローレックス
上塗

フローレックス
上塗MS HB

煙 突 タンク 鉄 塔

橋 梁 風力発電機　他

ユニバンMS

ユニバンMS

フローレックス中塗EP MS
25μm
30μm
60μm

60μm

旧 塗 膜

下地処理
素地調整程度
3種

フローレックス上塗MS

ケイソル
高耐候性無機質系塗料上塗

フローレックス
ふっ素樹脂塗料上塗

ケイソル No.100
ケイソル No.100 HB

ラインナップ

特 長

用 途

標準塗装仕様

標準塗装仕様

特 長

用 途

フローレックス 上塗
フローレックス No.500 上塗
フローレックス 上塗 MS
フローレックス 上塗 MS HB

ラインナップ

低汚染形

弱溶剤形

厚膜形（弱溶剤形）
厚 膜 形

標 準 品

長期耐久性 長期耐久性



赤外線通過層

バルーン断熱層

赤外線反射層

用 途

遮熱イメージ

標準塗装仕様（トタン、鋼板）

各種上塗

ユニマリン No.300上塗
ユニマリン HS
ユニマリン No.300上塗MS HB
ユニマリン No.300上塗MS

ユニマリン

ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐
久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上
塗り塗料です。厚膜塗装が可能で工程短縮に大きく貢献するハ
イソリッド形のユニマリンHS。 そして作業環境の改善を図った
弱溶剤型のユニマリン No.300 上塗 MSは、橋梁や煙突、プラ
ント、近年では風力発電設備等に多くの実績を築いています。

ポリウレタン樹脂塗料上塗

サーモシャダン W
水系遮熱塗料（高日射反射率塗料）

標準塗装仕様

ユニバンMS

ユニマリンNo.300中塗 EP MS
ユニマリンNo.300上塗MS25μm

30μm

60μm

60μm

ユニバンMS

旧 塗 膜

下地処理
素地調整程度
3種

ラインナップ

■ 耐候性（光沢保持性）が優秀です。

■ 長期堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀です。

■ 耐衝撃性．耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀です。

■ 耐油性・耐薬品性が優秀です。

ユニマリンNo.300
上塗

75μm

125μm

鋼　材

ユニマリンHS

ユニバンHSプライマ－J

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上

ユニマリン
HS

55μm

120μm

旧 塗 膜

ユニマリンNo.300 上塗 MS HB

ユニバンMS HB

下地処理
素地調整程度
3種

ユニマリンNo.300
上塗 MS HB

ユニマリンNo.300
上塗MS

煙 突 タンク 鉄 塔

水圧鉄管　他橋 梁 風力発電機　他

特 長

用 途

特 長

9 10

省エネ
CO2 削減
VOC 削減

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上ユニマリンNo.300上塗

ユニマリンNo.300中塗EP

エピコンプライマーHB

ミストコート

ガルボン S-HB ID

25μm
30μm

120μm

75μm

プライマーから上塗まで全て１液形水系仕様の「サーモシャダ
ンW」。省エネ、CO2 削減、ヒートアイランド現象の抑制はもと
より、VOC（揮発性有機化合物）の発生が大幅に抑えられ、安全
性の高い「サーモシャダンW」は、地球環境にもひとにも優しい
塗料です。

■ 防食性、耐久性、耐汚染性に優れています。
■ 高い遮熱効果を得られます。
■ はけ、ローラー、エアレスなどさまざまな塗装方法が可能です。

タンク 屋根 等

トタン、鋼板

サーモシャダン W FC

サーモシャダン W BL

サーモシャダンプライマーW AR

25μm

120μm

60μm

パワーツール処理（ISO-Sｔ3）
油分、ごみ、表面劣化層、さ
びなど付着阻害要因とな
る異物を除去する。

厚膜形（工程短縮）

厚膜形（弱溶剤形）

弱溶剤形

標 準 品
サーモシャダンプライマー W AR（さび止め塗料）

サーモシャダン W BL（遮熱塗料）

サーモシャダン W AS（高日射反射率塗料）

サーモシャダン W FC（低汚染ふっ素高日射反射率塗料）

サーモシャダン W FC または AS
サーモシャダン W BL
サーモシャダンプライマー W AR

ラインナップ

反射
赤外線

熱侵入（小）

素材（トタン・鋼板）

長期耐久性塗料

パーマックス No.3000 S

パーマックス No.3000 S-HB

パーマックス No.3000S
長期耐久性エポキシ樹脂系塗料

パーマックスNo.3000Sは、長期防食性を有するエポキシ樹脂
系ガラスフレーク塗料で、その優れた防食性により長期間のメン
テナンスフリーを可能にし、メンテナンスのためのトータル費用
を大幅に軽減することが可能です。
パーマックスNo.3000S-HBは、超厚膜形のエポキシ樹脂系塗料
で、海洋構造物、橋梁、水門などの超重防食用として適用されて
います。

350μm

350μm
25μm

パーマックスNo.3000S

パーマックスNo.3000S
エピコンジンクHB-2

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上

※）用途により500μm塗装可能

パーマックス
No.3000S-HB

鋼　材

1250μm

1250μm

20μm

パーマックスNo.3000S-HB

パーマックスNo.3000S-HB

エピコンジンクHB-2

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上

鋼　材

海洋構造物

パーマックス
No.3000S

橋 脚

ダム　他

■ 卓越した長期防食性を発揮します。
■ 抜群の付着力、耐衝撃性でクラックや剥離を抑止します。
■ 耐摩耗性が優秀です。

超厚膜形
標 準 品

特 長

用 途

標準塗装仕様

ラインナップ



赤外線通過層

バルーン断熱層

赤外線反射層

用 途

遮熱イメージ

標準塗装仕様（トタン、鋼板）

各種上塗

ユニマリン No.300上塗
ユニマリン HS
ユニマリン No.300上塗MS HB
ユニマリン No.300上塗MS

ユニマリン

ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐
久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上
塗り塗料です。厚膜塗装が可能で工程短縮に大きく貢献するハ
イソリッド形のユニマリンHS。 そして作業環境の改善を図った
弱溶剤型のユニマリン No.300 上塗 MSは、橋梁や煙突、プラ
ント、近年では風力発電設備等に多くの実績を築いています。

ポリウレタン樹脂塗料上塗

サーモシャダン W
水系遮熱塗料（高日射反射率塗料）

標準塗装仕様

ユニバンMS

ユニマリンNo.300中塗 EP MS
ユニマリンNo.300上塗MS25μm

30μm

60μm

60μm

ユニバンMS

旧 塗 膜

下地処理
素地調整程度
3種

ラインナップ

■ 耐候性（光沢保持性）が優秀です。

■ 長期堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀です。
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■ 耐油性・耐薬品性が優秀です。

ユニマリンNo.300
上塗

75μm

125μm

鋼　材

ユニマリンHS

ユニバンHSプライマ－J

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上

ユニマリン
HS

55μm

120μm

旧 塗 膜

ユニマリンNo.300 上塗 MS HB

ユニバンMS HB

下地処理
素地調整程度
3種

ユニマリンNo.300
上塗 MS HB

ユニマリンNo.300
上塗MS

煙 突 タンク 鉄 塔

水圧鉄管　他橋 梁 風力発電機　他

特 長

用 途

特 長
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省エネ
CO2 削減
VOC 削減

鋼　材

下地処理
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Sa21／2以上ユニマリンNo.300上塗

ユニマリンNo.300中塗EP

エピコンプライマーHB

ミストコート

ガルボン S-HB ID
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30μm
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75μm
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用 途

標準塗装仕様

ラインナップ
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各種上塗 防食システム 防汚剤

「エコロガード」は重金属を含まない環境対応形塗料です。また、
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・省力化を実現した塗装システムです。

■ 素地調整の低減が可能です。
■ 長期防食性が優秀です。

屋内鉄骨 機 器 架 構

フロ－レックス上塗 MS

フローレックス中塗 EP MS

鋼　材

下地処理
ブラスト
Sa21／2以上下地処理

処理グレード
Stt3以上

鋼　材

125μm エコロガード100 J　

橋梁の長寿命化を図る目的で開発されたチタン箔防食システム
は、塗料が付きにくく錆が発生しやすい鋼材端部などにチタン
箔シートを貼り、ふっ素樹脂塗装を施すシステムです。30年程度
は塗替えが不要な強固な防食仕様です。

■ 防汚性が長期間良好です。
■ 速乾性に優れています。

■ 人体や海洋環境に対し安全性が高い
■ 防汚性が長期間良好です。

取水口クラゲ流入防止網の生物汚損防止

取水口クラゲ流入防止網の生物汚損防止

塗　装 無塗装

エピコンジンク HB-2
エピコン

HB-1000

CMPチタンプライマー
チタン箔シート（NTAC-Tiシート）

ユニバン MS

【端部】
膜厚不足

【平面部】
規定膜厚

防食塗膜 チタン箔

端部は腐食因子が
侵入しやすい。

腐食因子が侵入しやすい端部を
チタン箔でコート腐食因子が侵入

しにくい。

鋼　材

防食塗膜

鋼　材

従来の防食仕様 チタン箔防食システム
鋼材端部の断面図特 長

用 途

標準塗装仕様

標準塗装仕様（補修）

特 長

用 途

特 長

用 途

チタン箔防食システムは、国立研究開発法人土木研究所、 
日鉄防食株式会社との共同開発によるシステムです。 

■ 特許 第 4424536 
■ 2010 年 2 月～ 2020 年 3 月 NETIS に登録

エコロガード100J
環境対応形 特殊変性エポキシ樹脂塗料

チタン箔防食システム
チタン箔＋ふっ素樹脂塗料

バイオガード 300S
海中網用防汚剤

バイオクリスティ 700LL
溶解性銅ガラス含有海中網用防汚剤

工程の合理化

ライニング材

CMPライナーは機器等の設置時の「すき間」への充填が簡単に
できる画期的な２液型無溶剤エポキシ樹脂充填材です。流動性
が高く充填作業性に優れたCMPライナーは、硬化後には高い強
度と長期耐久性により、機器をガッチリ固着します。

各種機器、支柱等の据付

CMPライナー
２液型無溶剤エポキシ樹脂充填材

特 長

用 途

CMP ライナー グレー
CMP ライナー ブルー

ラインナップ

ハイグレード

弱溶剤形

標 準 品

■ 髪の毛一本のすき間にも対応します。（完璧に漏れを防ぐ必要が
　 あります。）
■ 未反応樹脂がなく、また無溶剤タイプのため熱変形（収縮率）が
　 ほとんどありません。
■ 耐衝撃性が優秀です。
■ 耐候性及び耐凍結融解性が優秀です。
■ 耐薬品性、耐油性が優秀です。

発売以来40年以上の実績を誇る当社の
『CUS』は、国内外の新幹線・在来線に多
く採用される鉄道軌道の充填用樹脂で
す。長期にわたり列車の安全を維持して
きた『CUS』のノウハウが、『CMPライ
ナー』に活かされています。

CMP ライナーの注入 CMP ライナー（説明模型）

CMP ライナー
ブルー
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各種下塗

一般構造物の防食について、塗料の選定が重要なことはもちろ
んですが、塗膜の耐久性は下地処理からも多大な影響をうけると
言われています。上塗の効果を充分発揮させるためには、適正な
素地調整や下塗の性能、作業性など十分に検討する必要があり
ます。また補修の場合、旧塗膜との付着性が優れているかなども
合わせて選択いただく事で、塗替え周期の長期化を図りランニン
グコストの低減にもつながります。ここでは先のページでご案内
した各種上塗塗料に対し、さまざまな仕様に対応可能な下塗塗
料をご案内いたします。設備の保全対策は是非ご相談ください。 

陸上タンク外面、鉄塔その他鉄構造物下塗

下塗塗料について

防食性が優秀です。
旧塗膜（活膜）との付着性が優秀です。
スプレー塗装で厚膜塗装も可能です。

1

2

3

変性エポキシ樹脂塗料下塗

ユニバン NT
ユニバン MS
ユニバン MS HB
特 長

用 途

ユニバン HS プライマー J

弱溶剤形

厚膜型（弱溶剤形）

没水部にも使用できます。

亜鉛メッキ面との付着性が良好です。1

エポキシ樹脂塗料下塗

特 長

用 途

ガルバナイト No.200 プライマー

長期耐候性仕様にご使用ください。

亜鉛メッキ面との付着性が良好です。1特 長

用 途

ガルバナイト No.400 プライマー

各種アルミ材の下塗りに。

各種アルミ面との付着性が良好です。1

エポキシ樹脂塗料下塗

特 長

用 途

エピコン A-100 プライマー

各種ステンレス材の下塗。

各種ステンレス面との付着性が良好です。1

エポキシ樹脂塗料下塗

特 長

用 途

エピコン S-100 プライマー

ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Registe）の対象とされる化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、
環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量を把握し、年に１回行政機関に届け出ます。
行政機関は、そのデータを整理し集計し公表します。ＰＲＴＲによって、どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されて
いるかを知ることができるようになります。諸外国でも導入が進んでおり、日本では1999年、「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR法）により制度化されています。

VOC(Volatile Organic Compounds)は揮発性を有する有機化合物の総称です。屋外へ排出されたVOCは光化学スモッ
グの発生要因となり生態系への悪影響が問題になっており、室内では合板、壁紙などの建材や施工時の接着剤などから新築
時には特に発生しやすく「シックハウス症候群」などのアレルギー症状の原因になると見られています。中国塗料の重防食分
野ではこのVOC削減を目的とし無溶剤化、水性化を実現しています。

ＰＲＴＲ環境汚染物質排出移動登録

ＶＯＣの削減

トルエン・キシレン・エチルベンゼンの各含有基準値が「0.1％以下」であることを示します。これにより作業環境上のリスクが軽
減できます。

TXフリー

当カタログで取り扱いの製品は、すべて鉛・クロムを配合しておりません。

鉛・クロムフリー

環境負荷低減に向けて

シリコーン系防汚塗料用エポキシ樹脂塗料下塗

エコマックス Bi ＥＣＯ TXフリー

特殊エポキシ樹脂塗料下塗（超厚膜形）

エコマックス S-HB

4 ページをご覧ください

4ページをご覧ください

鋼板用・コンクリート用

亜鉛メッキ面用

亜鉛メッキ面用

エポキシ樹脂塗料下塗

アルミ面用

ステンレス面用

鋼板用・コンクリート用

鋼板用

中国塗料株式会社

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。
■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。
■本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。 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。
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ユニバン HS プライマー J

弱溶剤形

厚膜型（弱溶剤形）

没水部にも使用できます。

亜鉛メッキ面との付着性が良好です。1

エポキシ樹脂塗料下塗

特 長

用 途

ガルバナイト No.200 プライマー

長期耐候性仕様にご使用ください。

亜鉛メッキ面との付着性が良好です。1特 長

用 途

ガルバナイト No.400 プライマー

各種アルミ材の下塗りに。

各種アルミ面との付着性が良好です。1

エポキシ樹脂塗料下塗

特 長

用 途

エピコン A-100 プライマー

各種ステンレス材の下塗。

各種ステンレス面との付着性が良好です。1

エポキシ樹脂塗料下塗

特 長

用 途

エピコン S-100 プライマー

ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Registe）の対象とされる化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、
環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量を把握し、年に１回行政機関に届け出ます。
行政機関は、そのデータを整理し集計し公表します。ＰＲＴＲによって、どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されて
いるかを知ることができるようになります。諸外国でも導入が進んでおり、日本では1999年、「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR法）により制度化されています。

VOC(Volatile Organic Compounds)は揮発性を有する有機化合物の総称です。屋外へ排出されたVOCは光化学スモッ
グの発生要因となり生態系への悪影響が問題になっており、室内では合板、壁紙などの建材や施工時の接着剤などから新築
時には特に発生しやすく「シックハウス症候群」などのアレルギー症状の原因になると見られています。中国塗料の重防食分
野ではこのVOC削減を目的とし無溶剤化、水性化を実現しています。

ＰＲＴＲ環境汚染物質排出移動登録

ＶＯＣの削減

トルエン・キシレン・エチルベンゼンの各含有基準値が「0.1％以下」であることを示します。これにより作業環境上のリスクが軽
減できます。

TXフリー

当カタログで取り扱いの製品は、すべて鉛・クロムを配合しておりません。

鉛・クロムフリー

環境負荷低減に向けて

シリコーン系防汚塗料用エポキシ樹脂塗料下塗

エコマックス Bi ＥＣＯ TXフリー

特殊エポキシ樹脂塗料下塗（超厚膜形）

エコマックス S-HB

4 ページをご覧ください

4ページをご覧ください

鋼板用・コンクリート用

亜鉛メッキ面用

亜鉛メッキ面用

エポキシ樹脂塗料下塗

アルミ面用

ステンレス面用

鋼板用・コンクリート用

鋼板用

中国塗料株式会社

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。
■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。
■本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。 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。
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