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養生用塗料水系一液型

ペンタロウ



使用中には風雨に堪える付着力の強さを必要とし、剥がす際には容易
に剥離できる。この相反する目的を両立させるため、絶妙なバランス
で付着力の設計を行っています。（没水部には使用できません）

付着性と剥離性のバランスのとれたCMP PEELABLE COAT

施工が容易な水系一液型

入り組んだ細部も容易に剥離 付着性と剥離性の一方に偏った例

付着性と剥離性を両立した絶妙な付着力

塗料タイプ

色

容量固形分

標準膜厚

施工温度

施工方法

希釈

一液型、水系塗料

ブルー

43±2％（Test method: ISO3233）

ドライ：125μm、ウエット：291μm

5℃以上

エアレススプレー、ハケ、ローラー

水道水

水系一液型 養生用塗料

船舶や海洋構造物、陸上の各種構造物などの建造期間中には、既に塗装
が完了した箇所にダメージが発生し、素地調整のうえ再度塗装を行わ
ねばならない事が多くあります。当社の「CMP PEELABLE COAT」は、
各種塗膜（※）やステンレスなどの非鉄金属面に適用可能な養生用塗料
です。　完成した塗膜に「CMP PEELABLE COAT」を塗装する事で建
造期間中の汚損から塗膜を守り、剥がすと美しい塗膜が現れます。
戻り作業を無くし、工程短縮、資産保護を実現します。

CMP PEELABLE COATで保護された塗膜

CMP PEELABLE COATの剥離作業

ジャッキアップリグ居住区 ジャッキアップリグ居住区 ファンネル ポータブルタンク

CMP PEELABLE COATの塗装

実  績

用  途

下地処理

塗　装

完  工

塗装

剥離

汚染除去

表面処理

再塗装

降雨

汚れ

紫外線

高い保護性能

強風による剥離 強固な付着で剥離難

施工が容易な一液型。厚膜塗装でも塗料のタレやスライディング（ズレ）が
発生しにくい、塗装作業性に優れた設計です。また臭気やVOC排出量が少な
く人にも環境にも優しい水系塗料です。

降雨、降雨によるさびや雨筋、ダスト、紫外線から完成塗膜を守ります。
また、溶接煙やグリッド、メカニカルダメージに対しても有効です。
※溶接スパッタへの耐性はありません。

CMP PEELABLE COAT
（WFT: 300～400μm）

スライディング（ズレ）の発生例
（WFT: 300～400μm）

建造期間中に生じたさび
（写真左）や汚れ（写真右）

施工が容易な水系一液型

CMP PEELABLE COATの塗膜

塗料性状
各種金属や塗膜の上に塗装できます

塗膜の保護で工程短縮

■ 船舶や海洋構造物、陸上構造物の建造期間中の塗膜養生
■ 塗装作業中のスプレーダスト飛散による汚損防止
■ 足場や梯子などのレンタル備品の保護
■ ブロック・部品等の輸送・保管・製造工程中の汚損防止
■ 養生シートでは覆えない大型部材の養生
■ 複雑な形状や狭い場所の養生

※  一部エポキシ系上塗で剥離性が下がる場合があります。
※  油性系、水系、アクリル系塗料や防汚塗料にはお使いいただけません。

■ 塗膜の耐用期間：

■ 剥離後の塗膜廃棄：

乾燥塗膜となってから6ヶ月以内に剥離を行ってください。条件によっては経時で剥離性・付着性に影響が出る可能性があります。

回収して産廃業者に委託してください

エポキシ系

   ○（※）
ポリシロキサン系

○

ポリウレタン系

○

非鉄金属

○

（※）詳しくは右ページの適応表をご参照ください。
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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。
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■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。


