
これまで使われてきた防汚剤とは全く違う薬学分野の技術を応用して防汚塗料を開発し、さまざまな運航条件に
て性能の高さは証明されています。

薬学分野の技術による卓越した防汚性能

加水分解ポリマー

ハイソリッド化

FIR理論に基づく塗膜設計

低燃費

環境対応

艤装防汚

どのようにしてフジツボ付着を防ぐのか？

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

船体に着床 長期停泊で成体へと成長触手からセメント成分を分泌

体長数ミリ～数センチ

超平滑
塗膜

静置
防汚性

長期
防汚性

低VOC
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昨今の気候変動により海洋生物の活動が活発化し、それに伴い船底部の汚損リスクは高まる一方です。
特に船底部のフジツボ汚損は船舶の燃費に多大な影響を与えるファクターの一つであり、防汚塗料に
よる汚損回避は就航中のみならず艤装中においても非常に重要な課題となっています。SEAFLO 
NEO M1 PLUS は主に平底部の汚損リスクを極限まで排しつつ、高度な摩擦抵抗低減技術によりさ
らなる燃費低減に貢献します。また従来品よりもハイソリッド化し各国で規制が進む VOC 排出規制
にも対応しています。

艤装中と就航中の防汚性能を両立した低燃費防汚塗料

加水分解性ポリマー技術により
安定した表面更新性を実現し、長
期就航後も安定した防汚性能を
発揮します。

薬学分野の技術を取り入れた防汚剤selektope®によ
り、優れた静置防汚性能を発揮し、艤装期間・停泊時・
低稼働時等、様々な場面において、日々高まるフジツ
ボ汚損リスクから船底を保護します。

加水分解性ポリマー技術により就航中も安定した長期防汚性を発揮

従来の平底部用塗料と比べて、平
滑性はそのままにハイソリッド化
を実現し、VOC排出量および作業
工数の低減に貢献します。

平滑性を維持しながら環境対応と性能向上を両立

塗膜平滑化技術との融合で燃費低減に貢献

selektope® により艤装時や低稼働時のフジツボ汚損リスク低減

SEAFLO NEO M1 PLUS の非常に滑らかな塗膜表面は船体抵抗を減らし、運航中の燃費低減が期待できま
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。

「加水分解性ポリマー技術＋メデトミジン」は中国塗料の特許技術です。

加水分解性ポリマー技術 （メデトミジン）

加水分解性ポリマーによる安定した長期防汚性

ｓelektope®による卓越した静置防汚性

ハイソリッド設計による低VOC化

FIR理論に基づいた塗膜設計による超平滑塗膜

バルクキャリア／ 180K DWT
約 61ヶ月就航後

PCC ／ 18K DWT
約 56ヶ月就航後

VLCC ／ 299K DWT
約 27ヶ月就航後
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三次元ポータブル船体粗度計

当社は、実際の塗装現場で粗度パラメーター値（Rz、Rc、RSm）を測定
できる三次元ポータブル船体粗度計を開発しました。

三次元ポータブル船体粗度計
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前回入渠時 / 一般防汚塗料 約 24 ヶ月就航後
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RSm: 3,867um FIR:1.2%
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環境対応加水分解型 船底防汚塗料

（特許技術）

低 燃 費FIR値が低い
＝ 低摩擦抵抗
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これまで使われてきた防汚剤とは全く違う薬学分野の技術を応用して防汚塗料を開発し、さまざまな運航条件に
て性能の高さは証明されています。

薬学分野の技術による卓越した防汚性能

加水分解ポリマー

ハイソリッド化

FIR理論に基づく塗膜設計

低燃費

環境対応

艤装防汚

どのようにしてフジツボ付着を防ぐのか？

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

船体に着床 長期停泊で成体へと成長触手からセメント成分を分泌

体長数ミリ～数センチ

超平滑
塗膜

静置
防汚性

長期
防汚性

低VOC
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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。

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


