
新たなるテクノロジーへの挑戦
当社は原材料の分析から製品設計、塗膜解析に至る多くの部門が連携し、お客さ
まの満足を得るための「技術力」の向上に努めています。 またさまざまな研究機
関と共同研究を進めており、環境に配慮した革新的な製品を開発しています。

当社は新規防汚剤への着目から約 10 年の間に 100 回を超える試験や実船塗
装を行い、防汚成績や燃費低減効果を検証してまいりました。 多くの実証に裏
付けられた最新テクノロジーにより誕生した SEAFLO NEO CF PREMIUM
は、中国塗料が自信を持っておすすめできるプレミアムな船底防汚塗料です。

の特長

比類なきパフォーマンス

環境対応型 高性能防汚塗料

中国塗料ホームページ
https://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。

1904.1000.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。

※ 本カタログ記載内容の無断転用を禁じます。

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 TEL 03-3506-3971
広島本社  〒739-0652  広島県大竹市明治新開1-7　            　　　　　　　　　 TEL 0827-57-8555
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 TEL 03-3506-4616
北 海 道 〒061-1433  北海道恵庭市北柏木町3-104　　　　　　　　　　　　 TEL 0123-34-5731
東　　北  〒983-0045  仙台市宮城野区宮城野1-12-1 いちご仙台イーストビル5F TEL 022-298-6355
静　　岡  〒422-8063  静岡市駿河区馬渕3-2-25 Ｔ・Ｋビル 4F　　　　　　　　 TEL 054-283-2956
大　　阪  〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-18-35 肥後橋IPビル7F　　　　　　TEL 06-6443-7575
名 古 屋 〒460-0003  名古屋市中区錦1-7-27 三同ビル錦4F　　　　　　　　 TEL 052-212-2651
四　　国  〒763-0064  丸亀市前塩屋町2-1-40 オレンジハイツ丸亀1F　　　　　 TEL 0877-25-0931
今　　治  〒794-0028  今治市北宝来町1-5-14 井上ナショナル会館３F　　　　　TEL 0898-23-8264 
尾　　道  〒722-0051  尾道市東尾道14-5　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 0848-47-1611

呉　   〒737-0051  呉市中央1-4-24-6F　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 0823-25-5937
広　　島  〒739-0652  大竹市明治新開1-7　　　　　　　　　　　　　　    TEL 0827-57-8570
長　　崎  〒850-0046  長崎市幸町1-16　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 095-826-0256
福　　岡  〒810-0075  福岡市中央区港3-4-27　　　　　　　　　　　　　　 TEL 092-714-7661
佐 世 保 〒857-1162  佐世保市卸本町2-3　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 0956-33-0522
大　　分 〒875-0053  臼杵市大字福良1897-1 旭産業ビル　　　　　　　　　 TEL 0972-63-4048
九州工場  〒842-0035  佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2783　　　　　　　　　 TEL 0952-52-1313 
滋賀工場  〒520-2323  滋賀県野洲市三上2306-7　　　　　　　　　　　　　 TEL 077-587-0488

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。

製薬技術を元に開発された新規防汚剤 selektope®
■ BPR（※）承認済みの防汚剤です。

■ 驚異的な静置防汚性を発揮します。

■ 耐フジツボ性が優秀です。

当社の独自新開発ポリマーによる優れた塗膜の表面更新性
■ 加水分解性能が安定して優秀です。

■ 耐スライム性が優秀です。

FIR 理論に基づく超低摩擦表面を実現
■ 一般的な防汚塗料と比べ 5～8％の燃費削減に寄与します。

最適化された設計
■ あらゆる外国航路・船種に適用可能です。

■ 既存 AF 塗膜との塗り重ね性が優秀です。

■ メカニカルダメージ耐性が優秀です。

■ 亜酸化銅フリーのため色相が鮮やかです。

亜酸化銅フリー　I  スライムフリー　I  低燃費環境対応型 高性能防汚塗料

比類なきパフォーマンス

SEAFLO NEO CF PREMIUM は、当社が独自に新開発した架橋型亜鉛アクリル樹脂

と新規防汚剤技術の組み合わせにより、究極の防汚性を実現します。

製薬技術を元に開発された新規防汚剤は耐フジツボ性能が非常に高いのが特長です。

また、この当社特許技術をベースに開発した本防汚塗料は、あらゆる外国航路・さまざ

まな運航条件で優れた性能を発揮します。

環境対応型 高性能防汚塗料

フジツボ & スライムフリー
亜酸化銅フリー

低燃費

（※） BPR（Biocidal Products Regulation）： 欧州の防汚剤等に関する規制
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フジツボ & スライムフリー
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低燃費

一般防汚塗料

どのようにしてフジツボ付着を防ぐのか？

架橋型亜鉛アクリルポリマーの加水分解反応

イオン交換反応 ( 可逆反応 )

優れた低燃費性能
SEAFLO NEO CF PREMIUM の非常に滑らかな塗膜表面は船体抵抗を減らし、運航中の燃費低減に貢献します。 
FIR 理論（当社特許）により摩擦抵抗増加率をより正確に予測する事ができます。

ISO19030に準拠
ISO19030 とは、船体やプロペラの汚損による燃費増加や運航速度低下を特定する為の運航速度と燃料消費データ
分析方法です。（データを提供して頂く必要があります）

実船におけるデータ解析が可能

一般防汚塗料

これまで使われてきた防汚剤とは全く違う分野である製薬技術を応用して防汚塗料を開発。その性能の高さはさま
ざまな運航条件において証明されています。

環境対応型 高性能防汚塗料

（特許技術）

低 燃 費FIR値が低い
＝ 低摩擦抵抗
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比類なきパフォーマンス
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加水分解型の防汚塗料は通常弱アルカリ性の海水中で疎水性から親水性に変化する
ことによって水溶化し、塗膜表面が石鹸のように少しずつ更新されていきます。

架橋型亜鉛アクリル樹脂の加水分解反応は可逆的なイオン交換反応であり、滑らか
な塗膜表面を確保します。 そのため加水解離層は非常に薄く、常に安定した防汚性
能を発揮します。

製薬技術による卓越した防汚性能 航行中も鮮やかな色相を維持

実 績

selektope®がフジツボの触手に
作用し、

船体に定着する前に離れていく
よう働きかけます。

フジツボ付着の仕組み

selektope®の効果

フジツボの幼生
（キプリス幼生）
体長約800μm

セメント成分
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架橋型亜鉛アクリルポリマーによる優れた塗膜更新

CMP - Monitoring & Analysis Program



フジツボ & スライムフリー
亜酸化銅フリー

低燃費

一般防汚塗料

どのようにしてフジツボ付着を防ぐのか？

架橋型亜鉛アクリルポリマーの加水分解反応

イオン交換反応 ( 可逆反応 )

優れた低燃費性能
SEAFLO NEO CF PREMIUM の非常に滑らかな塗膜表面は船体抵抗を減らし、運航中の燃費低減に貢献します。 
FIR 理論（当社特許）により摩擦抵抗増加率をより正確に予測する事ができます。

ISO19030に準拠
ISO19030 とは、船体やプロペラの汚損による燃費増加や運航速度低下を特定する為の運航速度と燃料消費データ
分析方法です。（データを提供して頂く必要があります）

実船におけるデータ解析が可能

一般防汚塗料

これまで使われてきた防汚剤とは全く違う分野である製薬技術を応用して防汚塗料を開発。その性能の高さはさま
ざまな運航条件において証明されています。

環境対応型 高性能防汚塗料

（特許技術）

低 燃 費FIR値が低い
＝ 低摩擦抵抗
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新たなるテクノロジーへの挑戦
当社は原材料の分析から製品設計、塗膜解析に至る多くの部門が連携し、お客さ
まの満足を得るための「技術力」の向上に努めています。 またさまざまな研究機
関と共同研究を進めており、環境に配慮した革新的な製品を開発しています。

当社は新規防汚剤への着目から約 10 年の間に 100 回を超える試験や実船塗
装を行い、防汚成績や燃費低減効果を検証してまいりました。 多くの実証に裏
付けられた最新テクノロジーにより誕生した SEAFLO NEO CF PREMIUM
は、中国塗料が自信を持っておすすめできるプレミアムな船底防汚塗料です。

の特長

比類なきパフォーマンス

環境対応型 高性能防汚塗料

製薬技術を元に開発された新規防汚剤 selektope®
■ BPR（※）承認済みの防汚剤です。

■ 驚異的な静置防汚性を発揮します。

■ 耐フジツボ性が優秀です。

当社の独自新開発ポリマーによる優れた塗膜の表面更新性
■ 加水分解性能が安定して優秀です。

■ 耐スライム性が優秀です。

FIR 理論に基づく超低摩擦表面を実現
■ 一般的な防汚塗料と比べ 5～8％の燃費削減に寄与します。

最適化された設計
■ あらゆる外国航路・船種に適用可能です。

■ 既存 AF 塗膜との塗り重ね性が優秀です。

■ メカニカルダメージ耐性が優秀です。

■ 亜酸化銅フリーのため色相が鮮やかです。

亜酸化銅フリー　I  スライムフリー　I  低燃費環境対応型 高性能防汚塗料

比類なきパフォーマンス

SEAFLO NEO CF PREMIUM は、当社が独自に新開発した架橋型亜鉛アクリル樹脂

と新規防汚剤技術の組み合わせにより、究極の防汚性を実現します。

製薬技術を元に開発された新規防汚剤は耐フジツボ性能が非常に高いのが特長です。

また、この当社特許技術をベースに開発した本防汚塗料は、あらゆる外国航路・さまざ

まな運航条件で優れた性能を発揮します。

環境対応型 高性能防汚塗料

フジツボ & スライムフリー
亜酸化銅フリー

低燃費

（※） BPR（Biocidal Products Regulation）： 欧州の防汚剤等に関する規制

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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