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中国塗料株式会社



自然と人との調和を目指すリーディングカンパニー
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環境との調和

「環境を守る中国塗料」として環境との調和に積極
的に取り組みます。

Ecology

世界的視野に立った技術革新

塗料、関連製品のみならず、工程の合理化、省力化に結びつ
く塗料技術の追求、システム構築など世界的視野に立った
技術革新を追求します。

Innovation

高機能・高品質製品の開発と生産

さまざまなニーズを先取りし、各種用途別に高機
能・新機能を付加した特長ある製品を提案・開発
し、確かなクオリティで生産してお届けします。

Quality

3つの視点から最先端技術で未来を見つめます
私たちは自然と人との調和に配慮した高品質、高機能製品を開発し、社会の発展
に貢献します。  私たちは、Innovation、Quality、Ecology という 3 つの視点から、
常に技術の最先端で人と塗料を見つめます。 

中国塗料は、1917 年の創業以来、船舶用塗料を中心に工業用塗料分野において
も業界では独自の路線を歩んできました。たゆまぬ研鑽により開発された塗料製
品は、長年にわたり築いてきたグローバルな供給ネットワークを通して、国内はも
とより広く海外のユーザーからも高い評価をいただき、その信頼と実績に支えられ
前進を続けています。海運、造船、電力、鉄鋼、建設、木工などの基幹産業をメ
インユーザーに持つ当社は、産業の発展を支える使命を担う重要な立場にあると
いえます。また、それは自然や人との調和に根ざしたものでなければなりません。

産業の発展を地球の環境保全のもとに追求する「自然と人との調和を目指すリー
ディングカンパニー」として、中国塗料は創造と革新の精神でユーザーニーズに応
える未来を目指しています。
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会社概要

中国塗料グループは、サステナビリティ（持続可能性）の実現に向けて、地球環境の
保全を重要課題として向き合い、環境負荷の低減と環境との調和に努めるとともに、
安全・健康にも配慮した企業活動をコーティング・ケアの原則に従い、全社一丸とな
り展開していきます。製品分野では無溶剤または溶剤分の低い配合への転換による
VOC（揮発性有機化合物）の排出削減、人体への影響や環境負荷が低い素材の選択、
そして主力製品の船底防汚塗料では船舶の燃費低減による CO2 削減に貢献していま
す。私たちは、これからも環境対応製品の提供などを通じてサステナブル社会の実現
を目指してまいります。

事業活動を通じてSDGsが示す社会課題の解決と価値創造に取り組んでいます



塗料は、私たちのまわりの都市景観や生活環境を美しく彩り、腐食や劣化から素材を
守っています。当社は、創業以来100 年を超える歴史のなかで、海洋という厳しい汚損・
腐食環境から船を造る鉄などの素材を守るために研鑽を重ね、進化を続けています。
また、プレジャーボート専用塗料、水中硬化塗料やわが国で初めての木工用紫外線硬
化塗料など、革新的なテクノロジーは新たなるニーズを生み出し、産業の発展を支え
ています。

最新テクノロジーと革新的な発想で、
さまざまな産業の発展を支えています

Products
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船舶用塗料分野 工業用塗料分野

プレジャーボート専用塗料「Seajet シリ
ーズ」は、海やマリンスポーツ愛好者か
ら大きな信頼と評価を得ています。

プレジャーボート用塗料

プレジャーボート ヨット

注目を浴びる再生可能エネルギー分野に
おいても、当社の培った技術が貢献して
います。

海洋構造物用塗料

オイルプラットフォーム

洋上電力設備 各種浮体構造物

コーティングにより素材表面の強度を高
めるとともに、多機能化するプラスチッ
ク表面改質機能のソリューションを提供
しています。

プラスチック用塗料

フィルム成型品

軌道やエンジンなど各種機器を隙間なく
固定しアライメントを長期にわたり保持。
安全と省力化に寄与しています。

充填材

機器固定鉄道軌道

漁 網漁 船

漁船用塗料・漁網用防汚剤
海洋環境保全を念頭に置いた製品開発
と豊富なラインナップ。大型船舶で培
った技術力をベースに高品質な製品を
供給しています。

コンテナ用塗料分野

世界経済とグローバル物流を支えるコンテナ。当社のコンテナ
用塗料は、世界中の物流会社にご愛顧頂いております。

海上コンテナ 鉄道コンテナ

大型船舶用塗料
船底部を海中生物汚損から護る防汚塗料や、各種タンク用塗料な
ど船体のあらゆる部位に応じた製品を製造しています。

外航船 内航船

人と直に触れあう住宅建材分野に求められる高レベルな環
境対応塗料で、建材・インテリア産業へ躍進を遂げています。

建材用塗料

フローリング 内・外装建材

家 具 浴室（リフォーム）

重防食用塗料
素材を腐食から守る重防食塗料。当社
は独自のアイデアと技術力で、重防食塗
料を大きく発展させています。

橋 梁 電力設備

プラント 各種構造物



防汚テクノロジーにより海中生物の付着を防ぎ、船舶や海洋構
造物の円滑な稼働、さらには養殖環境の保全を支えます。当
社はこの分野のパイオニアとして創業以来、防汚性能の向上と
同時に環境負荷軽減にも取り組んでいます。

主な防汚塗料
防汚テクノロジー

プロペラ防汚
（プレジャー艇、漁船用）

漁船用防汚塗料

防汚剤溶出型防汚塗料　
水（海水）との化学反応により塗膜表面が少しずつ溶解し、塗膜に
含まれる防汚剤が水中に放出されることで防汚効果を発揮します。当
社は防汚剤を効率的に溶出させるメカニズムの開発や、環境に優しい
防汚剤の研究を行っています。

シリコーン系防汚塗料　
弾性や撥水性などのシリコーンが持つ物理的な特性により、海中生物
の付着を防ぐ防汚塗料として、船舶はもとより、さまざまな海洋構造
物において実績があります。

大型船用防汚塗料

防汚塗料の塗装（大型船）

防汚塗料の塗装（大型船）

プレジャー艇防汚塗料

プロペラ防汚塗料

電力設備 海洋構造物

漁網用防汚剤
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養殖網や定置網に貝類や海藻類が著しく付着すると、網の内側は
海流から遮断された閉鎖環境となり、魚の健康を害します。防汚
剤でコーティングする事により貝類や海藻類の付着を防ぎ、健全
な養殖環境を保ちます。

動的防汚試験装置 実船での防汚試験

防汚塗料の役割

左：防汚塗料無塗装の鋼板
右：防汚塗料を塗装した鋼板

防汚塗料とは？

防汚塗料は当社独自の知識や経験等に基づいて製品設計が行われ
ます。要求性能や目的に合わせた製品開発を行い、厳しい基準を
クリアした製品のみが商品化されます。

　

防汚塗料の開発

造船所での塗膜調査

防汚塗料はフジツボや貝類、藻類などの
海中生物の付着を防止する機能を持つ塗
料で、船舶や発電所の取水管などさまざ
まな設備に塗装されています。

浸漬筏
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Technology

船舶の燃費を向上する役割

さらに近年では、防汚性能に加え、塗膜表面を平滑にすることで海
水との摩擦抵抗を低減させ、船舶の燃費向上を図ることも船底塗
料開発の課題となっています。

船底防汚塗料は海中生物の付着による船体へのダメージを防ぐだ
けでなく、付着した海中生物が抵抗となって起こる著しい燃費の
悪化を防ぎます。

フジツボが非常に付着しやすい海域であるにもかかわらず、高性
能防汚塗料は高い防汚性能を発揮しています。

船底部分に船底防汚塗料を
テスト塗装し運航。
12 ヶ月後の状態。

一般的な防汚塗料を塗装

高性能防汚塗料を塗装



主な防食塗料 

高付加価値塗料

船 舶

各種構造物、コンテナ

当社は、独自のアイデアと技術力で、防食塗料を大きく発展させています。遮熱、電波吸収、防汚、水中湿潤面に施工可能など、付加価
値を付与した製品を開発しています。

高耐候性上塗塗料 コンテナ用塗料コンクリート防食用塗料ガラスフレーク塗料

カーゴホールド用耐摩耗性塗料ユニバーサルプライマー ウォーターバラストタンク用塗料
  

水系塗料（船舶内部） 

電波吸収塗料水中・湿潤面用被覆材

柔軟な発想から生まれた水中硬化
形被覆材。沿岸構造物などのメン
テナンスで活躍しています。

薄膜型ショッププライマー

環境に配慮した薄膜型ショッププ
ライマー。 VOC 排出量の低減とと
もに塗装および溶接現場の作業環
境改善に貢献します。

高温暴露環境向け
エポキシ樹脂塗料

蒸気パイプ外面向けの常時 200℃
まで耐えられるエポキシ樹脂塗料。
施工の容易性と耐熱性を併せ持つ
画期的な製品です。

高度成長時代に建設された多くの
鋼構造物に施工することで、老齢
化した塗膜が強固な塗膜へと生ま
れ変ります。

湿潤面対応
コンクリート剥落防止工法
湿潤面に施工が可能なコンクリー
ト剥落防止工法。

チタン箔＋ふっ素樹脂塗料

建築物の屋根や壁、船舶のデッキ
などに塗装する事で熱吸収が軽減
され、内部の室温が下がる事で省
エネに貢献します。

遮熱塗料
（高日射反射率塗料）

保護と美観という塗料の役割
に、電波反射減衰機能を付与し
た塗料です。鉄塔や船舶レーダ
ーに塗装するだけで電波障害の
改善が図れます。
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防食塗料は、自然環境下において鉄やコンクリート等を経年劣
化から守る塗料です。さらに、要求性能に応じて耐水性や耐酸性、
耐候性などそれぞれの役割を持った塗料を塗り重ねることによ
り、高い効力を発揮することが可能です。当社は長年にわたり
培われた技術と経験で、船舶、橋梁、コンテナ、プラント、電
力設備など、さまざまな分野で実績を築いています。

防食テクノロジー

促進耐候性試験 屋外暴露

石炭や鉄鉱石など高硬度の貨物が入るバラ積み船のカーゴホールド
用の塗料開発のため、独自の耐衝撃・耐摩耗性試験を行っています。

耐石炭試験 カーゴホールド
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防食塗料の開発
さまざまな環境を想定した厳しい試験に合格した試作品のみが商品化されます。

Technology



当社が木工用に開発した UV（紫外線）硬化塗料は、紫外
線照射で瞬時に硬化する特性によりフローリング材の塗装
工程に飛躍的な合理化をもたらしました。その技術は木材
のみでなくプラスチック素材にも活かされ、さまざまな工
業製品に活用されています。

当社の樹脂充填剤は、振動や衝撃を緩和する適度な弾性
を有し、耐久性にも優れています。鉄道の軌道や船舶エン
ジン、さまざまな重機設置台などに用いられています。

主なUV硬化塗料 主なライニング製品

プラスチック建 材 鉄道軌道 機器類固定

フィルムやプラスチックの表面に塗装することで、抗ウイルス機
能や防曇機能などのさまざまな機能を付与。電子機器や家電製品、
自動車のライトなど各種工業製品の品質や機能を高めることで、
わたしたちの暮らしをより豊かなものにしています。

当社の鉄道軌道用樹脂てん充材は、さまざまな軌道の構造に合
わせたラインナップにより国内の新幹線や、台湾新幹線、在来線、
地下鉄にも広く使用され、軌道の安全の一端を担っています。

ひとの暮らしと密接に関わる木工用塗料分野において、「人に優し
い製品」を念頭に、シックハウス症候群などのアレルギー症状の
要因とされている VOC やホルムアルデヒドの削減に向けた開発
を行っています。また、抗菌機能を付与した木質床用塗料やバイ
オマス塗料など、ひとと環境に優しい製品の開発を行っています。

隙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。船舶、陸上のさまざまな機器類の固定に使用されて
います。

鉄道軌道用樹脂てん充材

ユーザーの塗装ラインに合わせ、UV 硬化以外のプラスチック用塗料
の開発も行っています。

２液型無溶剤エポキシ樹脂充填材

樹脂の充填
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フローリング材 内装建材 フィルム用途

成型品用途

ライニングテクノロジーUVテクノロジー

Technology

現場施工タイプの木工用塗料や
外装建材用塗料、浴室リフォーム
用塗料などにおいても多くの実
績があります。



船舶の燃費を向上させる燃費低減型の船底防汚塗料や空
調効率を向上させる遮熱塗料など、省エネや CO2 低減に
貢献する製品について、さらに効果を高めるための研究を
続けています。

環境負荷の低減と、自然と人との調和を目指して

地球温暖化防止

海洋汚染を低減

ひとに優しい
安全を支える

大気汚染を低減

ハイソリッドタイプ
ユニバーサルプライマー

トルエン・キシレンフリー
フローリング用塗料

水系の船舶居住区用塗料 木質床材用 抗菌・抗ウイルス
コーティング剤

水系化全面移行への対応（コンテナ用塗料）

コンテナボックスは、大半が中国で生産されており、2017年4月
より全面的に水系塗料に
移行しました。当社は、こ
うした市場環境の変化に
いち早く対応し、製品技
術と塗装工法を確立して
います。

船底防汚塗料には海中生物の付着を防ぐための防汚成分が含有
されていますが、当社は高性能かつ海洋環境に影響の少ない防汚
剤の研究に取り組み、製品化を行っています。

シリコーンの高い撥水性能を活か
した防汚機能で水中生物の付着
を防ぎ、滑らかな塗膜表面が燃
費の低減に貢献します。

発電所の海中設備の防汚に威力
を発揮している当社のシリコーン
防汚塗料は、優れた防汚性能と
環境への配慮を評価され、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。

フジツボの付着を低減させる新規
防汚剤を使用した燃費低減型船
底防汚塗料。薬学技術を取り入
れた防汚剤と最新の加水分解技
術により、国内外で高い評価を得
ています。

カーボンニュートラルに向けた取り組み

低VOC塗料の開発シリコーン系防汚塗料

環境に優しい防汚剤

樹脂充填剤

当社はさまざまな種類のシリコーン系防汚塗料を揃えており、さ
らなる性能の強化に取り組んでいます。

11 12

揮発性有機化合物 VOC（Volatile Organic Compounds）は
屋外に排出され光化学スモッグの発生要因となり、また屋内で
は「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
言われています。

当社はトルエン・キシレン・エチルベンゼンの削減に取り組み、
VOC 含有量が低いハイソリッド塗料や水系塗料などの開発を進
めています。

Ecology

VOC は屋内では「シックハウス症候群」などのアレルギー症状の
原因になると言われています。当社は水系の船舶居住区用塗料を
はじめ、建材分野においてもVOC削減として、トルエン・キシレン
フリーを実現しています。また、プラスチック用塗料、木質床用塗
料分野では抗菌・抗ウイルス機能を付与した塗料製品をラインナ
ップするなど、人に優しい製品開発を行っています。

漁網用防汚剤

当社の樹脂充填材は、鉄道の軌
道や船舶エンジンなどの重機
設置部、橋梁用ケーブルに用い
られ、列車や船舶、橋梁の安全
を支えています。

当社の漁網用防汚剤は、私たち
の食の安全の一端を担っていま
す。

植物由来のバイオマスを原材料とした木質床材の工場塗装用紫
外線硬化塗料を開発、販売して
います。当社は、温室効果ガス
の排出を抑制するとともにカー
ボンニュートラル実現に向けた
開発を行っています。

　

省資源
塗料には鉄やコンクリート、木材などの素材を守る「保護」の
役割があります。当社は塗膜の耐久性をさらに高めることで素
材の損失を低減し、より一層の省資源化を目指した開発を行っ
ています。

船舶からのGHG排出削減に向けた取り組み

当社は高性能な船底防汚塗料の開発と併せて、船舶の運航解析
や摩擦抵抗増加率の測定に基づく防汚塗料の最適な選択を提案
し、船体性能の向上に寄与するデータサービス「CMP-MAP」
を提供しています。これにより運航時の燃費低減を実現し、船
舶から排出される GHG（温室効果ガス）の削減に貢献する取
り組みを行っています。

当社は一般社団法人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。

『コーティング・ケア』は、国際塗料印刷インキ協議会（IPPIC）
を中心に一般社団法人日本塗料工業会が推進する塗料における
製品の開発から製造、物流、使用、廃棄に至る、塗料業界の全
ての過程における環境・安全・健康の保全を目的とした自主管
理活動です。

Act

「Triple “CMP-MAP” approach」
による解析結果から適切
な船底防汚塗料を選択

「Triple “CMP-MAP” approach」
による解析結果から、燃費性能の
改善策を検証

適切な管理による塗装

「Triple “CMP-MAP” approach」
により評価

Prediction & Planning

Do

Check

HULL-PDCA

CMP - Monitoring & Analysis Program

Triple　　　　　　　　approach FIR 解析　　馬力解析　　就航解析



製  品

原 材 料

技術部門

製品・サービス

基礎・応用研究部門

製品開発部門

分析部門

企画部門 知財管理
部門

生産部門

信頼に結びつく源は技術力にあるという当社の研究開発に対する考
え方は、基礎・応用研究部門、製品開発部門、分析部門、知財管
理部門、企画部門が技術力を結集し、進化するという形で進んで
います。そして、環境保全ニーズや工程合理化ニーズに応える製
品などを次々と開発し、その技術力は高い評価を得ています。また、
技術導入、各種研究開発機関との共同研究も積極的に展開し、理
想を追求しながら製品開発を続けています。「信頼される製品づく
り」、それが中国塗料の変わらぬ想いです。

高品質を追求する生産体制

技術本部（滋賀）大竹研究センター（広島）

機器分析室 塗装機器

クリーンルーム 塗膜の分析

ポリマー合成実験

研 究 製  造

塗料製造の主な工程

添加剤 溶 剤
原材料 樹 脂 顔 料

前練工程

分散工程

調合工程

製造工程

ろ過工程

生産部門

充填工程

製 品

資材部門

品質管理
部門

品質保証
部門

生産技術
部門

製造部門

環境管理
部門

信頼と品質を追求し続ける高度な生産技術と独自のノウハ
ウを結集した合理的な生産設備により、安定した生産を続
けています。お客様からのさまざまなニーズに最善な対応
をするため、物流ネットワークの一層の充実を目指してい
ます。

各工場内は、原材料の搬出から製造・充填・出荷までの工程を
効率よく行なうため合理的にレイアウトされており、厳しい品質
管理のもと、高品質の製品を安定製造しています。

溶剤再生装置（滋賀工場） 排水処理施設（滋賀工場）

脱臭装置（九州工場） 工場の美化（九州工場）

各工場において製造工程で排出される化学物質を管理し、目標
を定めた上で有害性物質使用量の削減を推進しております。また、
積極的に廃棄物の再資源化や再利用、工場の美化に取り組んで
います。

品質管理（インドネシア工場）

コントロールパネル
（シンガポール工場）

配合タンク（上海工場）

製品倉庫（タイ工場）

当社の基礎研究では、次世代塗料の基本設計の構築や基幹原材
料の研究を行っております。研究部門には充実した実験・検査設
備を揃え、これらが相互に関連する研究を中長期的展望に立って
推し進めています。こうした基礎研究の成果は、新しい価値の創
造や新規市場分野の開拓に活かされています。

分散機（オランダ工場）

革新を追求する研究体制

Production

当社は、廃缶の低減を目的とした再利用可能なバルクコンテナ
（IBC）による塗料の輸送を行なっています。IBC で輸送された
塗料は自動混合機によ
り計量・混合され、作
業工数の削減にもつな
がっています。

IBC（Intermediate Bulk Container）

IBCによる製品輸送　

環境負荷低減　
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屋外暴露台

R&D

基礎研究



大竹研究センター（広島） 滋賀工場

神戸ペイント

大竹明新化学（広島）

九州工場（佐賀）

当社は世界中でサービスを提供できる体制作りを重要課題
のひとつとしてきました。そして現在、当社の世界サービス
ネットワークは、約 35 ヶ国、105 拠点となりました。今後
も当社の高品質な塗料製品を世界中で供給できるよう、ネッ
トワークの拡充に取り組んでまいります。

世界に広がるネットワーク

中国（上海）

中国（広東）

香港

台湾

韓国

シンガポール

U.A.E.

マレーシア

タイ

ミャンマー

インドネシア

インド

オランダ

ノルウェー

トルコ

キプロス

イギリス

ドイツ

ギリシャ

イタリア

アメリカ

CHUGOKU MARINE PAINTS (SHANGHAI), LTD. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (GUANGDONG), LTD. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (HONG KONG), LTD.

CHUGOKU MARINE PAINTS (TAIWAN), LTD.

CHUGOKU SAMHWA PAINTS, LTD.

CHUGOKU MARINE PAINTS (SINGAPORE) PTE. LTD. 

Dubai Branch

CHUGOKU PAINTS (MALAYSIA) SDN. BHD.

TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.

CHUGOKU-TOA PAINTS (MYANMAR), LTD.

PT. CHUGOKU PAINTS INDONESIA

CHUGOKU PAINTS (INDIA) PRIVATE LIMITED

CHUGOKU PAINTS B.V.

Norway Office

Turkey Office

Cyprus Office 

CHUGOKU PAINTS (UK) LIMITED

CHUGOKU PAINTS (GERMANY) G.m.b.H. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (HELLAS), S.A. 

CHUGOKU-BOAT ITALY S.P.A.

CMP COATINGS, INC.

  

海外グループ会社国内工場・研究所 海外工場

2006年11月／旧上海工場から増設移転（技術本部） （生産本部 & 技術本部）

（生産本部）

ISO 9001ISO 9001 上海工場
2010年3月竣工

ISO 9001上海第二工場

1997年10月法人設立

ISO 9001広東工場
2002年9月工場新設

ISO 9001ISO 14001韓国工場

1980年4月法人設立

ISO 9001シンガポール工場
1990年7月法人設立

ISO 9001マレーシア工場

1989年9月法人設立

ISO 9001ISO 14001

ISO 9001 ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 9001ISO 14001 タイ工場

1988年10月法人設立

ISO 9001ISO 14001インドネシア工場
1988年1月連結子会社化

ISO 9001オランダ工場

2020年8月竣工

ミャンマー工場

1990年10月法人設立

U.S.A.工場
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Network

本社
工場
事務所
技術供与先
販売代理店

米国
ブラジル
チリ

オーストラリア
ニュージーランド

South East Asia East AsiaEurope

Middle East
& Africa

Oceania

America

CMP Worldwide Network

U.A.E.
トルコ
南アフリカ
エジプト

オランダ
英国
ドイツ
ギリシャ
イタリア
スペイン
ブルガリア
ノルウェー
キプロス

シンガポール
マレーシア
タイ
インドネシア
フィリピン
ベトナム
インド
スリランカ
ミャンマー
バングラデシュ

日本

中国

香港
台湾
韓国

東京
広島
滋賀
九州
その他
上海
広東

（国内子会社工場）

（国内子会社工場）



中国塗料は、1917 年に船底塗料メーカーとして誕生しました。
以来、当社の製品はさまざまな場所で、さまざまな物を彩ってま
いりました。優秀な国産塗料をつくりたいという創業当時の想いは、
一世紀を経た現在においても、船舶用塗料はもとより、工業用、
コンテナ用など、当社が関わる全ての製品分野で受け継がれてい
ます。さらなる高みを目指して歩み続けるため、当社はこれからも
より良い製品づくりに努めてまいります。

5月、広島県水主町に
中国化学工業合資会社

（資本金5万円）設立

中国塗料株式会社に改組

船底塗料の国産化を目指す鈴川巌
により設立。当社第一号の船底塗料
は同年7月に特許を取得します。

木工用で培ったUV技術を
活かし、プラスチックへの
展開を図った塗料。塗膜に
さまざまな機能を付与し、
多方面に展開しています。

1924年の広島本社

船底塗料が商工省の優良
国産品に指定される

「マーブラック」は、肉もちの
良さや速乾性で、当社が木工
用塗料分野へ進出する足が
かりとなりました。

長期船底防汚塗料
AF シーフロー

紫外線照射で瞬時に硬化す
る特性から、フローリング
材などの木工建材のライン
塗装で欠かせない製品で
す。

自己研磨機能を備え、水流
で塗膜表面が滑らかにな
り、水中摩擦抵抗を減少。現
在の環境対応型船底塗料の
先駆けとなる製品です。

高い防汚性能に加え滑らか
な塗膜表面で船舶の燃費を
低減。100年の探求が結実
した船底防汚塗料として進
化を続けています。

1917

1923

1929

19301920 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1935

1951

1950

尿素樹脂有機ガラス
プリスライトを開発

1936
酸素発生装置を開発

アミノアルキド樹脂塗料
マーブラックAL

1974 1981

短い乾燥時間でショットブ
ラスト段階から使用でき、
長期暴露にも耐える「造船
工程上の革命ともいうべ
き」製品です。

1954 1977

1990

1992

長期暴露用ウォッシュプライマー
エバボンド

「CUS」は山陽新幹線の軌
道用への納入以降、軌道建
造技術とともに進化し、全
ての新幹線や多くの在来線
に採用されています。

プレジャーボート専用塗料
Seajet

燃費低減型船底防汚塗料
SEAFLO NEO

発売当時の
Seajet

1988

加水分解型船底防汚塗料
「シーグランプリ」

海中で塗装できる画期的な
被覆材。後にコンクリート
用の「コンテクトWE」など
を加え、ラインナップを充
実させています。

水系化が困難とされていた
コンテナ用塗料分野に向け
開発した製品。四半世紀後
の全面水系化への対応は、
ここから始まりました。

万能プライマー「バンノー
500AC」を中心に、造船塗
装工程の合理化を図ったシ
ステム。後にさらに進化し
た「CIT-21」を開発します。

有機錫規制にいち早く対応
した船底防汚塗料。多くの
実績を築きました。

発電所等で威力を発揮して
いた「バイオクリン」の防汚
技術を船底用に展開。後に
プロペラ用など、ラインナ
ップを拡充しています。

軌道用てん充材
CUS

1983

従来とは異なる防汚メカニ
ズムで、発電所の冷却水系
機器等で威力を発揮。現在
に至るまで多くの実績を築
いています。 

無公害防汚塗料
バイオクリン

1986

水中硬化型塗料
パーマスターWE

船舶塗装システム
CIS

2004 2010 2018

2012

シリコーン系船底防汚塗料
CMPバイオクリン

1991

コンテナ用水系塗料
エコメイト

2010

プラスチック用高機能塗料
フォルシード

錫フリー船底防汚塗料
マリンスター

万能プライマー
「バンノー200」

紫外線（UV）硬化塗料
オーレックス

1995 1997

さまざまな革新に彩られています

薬学技術を取り入れ開発し
た画期的防汚塗料。圧倒的
な防汚性能を誇ります。

燃費低減型船底防汚塗料
SEAFLO NEO CF Premium

（外航船用）
シープレミア 3000 PLUS

（内航船用）

エポキシ樹脂充填材
CMPライナー

ウォッシュプライマー

船底塗料1号・2号

17 18

プレジャーボート専用塗料
として誕生した「Seajet」。
現在まで、さまざまなニー
ズに応える充実したライン
ナップを築いています。

History

機器等の設置時に生じるす
き間への充填が簡単にでき
る充填材。船舶をはじめさ
まざまな用途に使用されて
います。
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