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内航船用防汚塗料

乾燥後の従来型塗膜
溶剤の揮発により物質移動が
おき、平滑性不良となる。

乾燥後のシープレミアPlus塗膜
表面張力の制御により平滑性良好。

表面張力

物質移動

鋼板

鋼板 シープレミア塗膜

通常の塗膜

防食塗膜

防食塗膜

溶剤揮発過程における表面張力の変化をコントロール
し、最適な平滑性の塗膜を創出します。

顔料を微細化し、さらに粒子表面の電気的反発効果を
利用し、粒子を分散させています。

従来型塗料の粒子 シープレミアPlusの粒子

（イメージ図）

顔料の超微細化技術と高分散化技術 表面張力制御技術

1803.500.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。

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・健康に関する活動）』を実施し
ています。

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。

「シープレミアPlus」シリーズは塗膜表面を平滑にする塗料技術により、従来の加水分解型船底防汚塗料と比べ、
5～8％（※）の燃費低減を実現します。　※防食塗料を含む超平滑仕様を採用した場合

当社は国土交通省の「次世代海洋環境関連技術開発支援
事業」及び一般財団法人日本海事協会の共同研究テーマ
（船体塗膜粗度低減と粗度パラメーターから実船摩擦抵
抗変化率を推定する方法の研究）の中で新FIR理論/三次
元ポータブル船体粗度計/超平滑船底防汚塗料を開発し、
実際の塗装現場で塗膜粗度およびFIR値を計測して検証
に努めています。

FIR : 1.2%

シープレミア Plus シリーズ
燃費低減効果をより正確に検証する

（特許技術）

低燃費FIR値が低い
＝ 低摩擦抵抗

国土交通省 技術開発支援事業

超低FIR防食塗料
+

防食塗料1回塗りの場合、２回塗りは1.8％
FIR : 10.7%

従来型防食塗料
+

従来加水分解型防汚塗料 シリーズシープレミア 
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最強の耐フジツボ性

海水中の栄養分が豊富な東京湾や伊勢湾などの湾内平水域は、
フジツボなどの海洋生物による船底の汚損リスクが非常に高い
海域でもあります。シープレミア 200Plus は亜酸化銅と新規防
汚剤を組み合わせることにより高い耐フジツボ性を発揮するの
で、高汚損海域を航行する船舶に最適の船底防汚塗料です。

推奨条件
東京湾など高汚損海域で運航する船舶

フジツボ対策が必要な船舶

稼働率が低い船舶

シーチェスト、バウスラスターなどのニッチ
エリアにも最適！

耐動物性

膜厚

静置防汚性

耐植物性

環境性能

平滑性

※フジツボ等

※スライム
・ノリ等

シープレミア 200 Plus               従来品

スーパーマルチAF

シープレミア1000 Plus は優秀な耐スライム性、耐藻類性に加
え、新規防汚剤の併用により耐フジツボ性も強化した防汚塗料
です。内航船一般に広くご使用頂けます。亜酸化銅を含まない
ため発色が良く、水線際の変色もありません。また、アルミ船に
もお使い頂けます。

シープレミアシープレミア

亜酸化銅フリー

シープレミア200Plusは静置防汚性が非常に優秀なた
め、水流の影響が少ないシーチェストやバウスラスターな
どのニッチエリアでも優れた防汚性能を発揮します。

ハイパフォーマンスをプラスした、内航船用防汚塗料

亜酸化銅入り

航路：東京湾　　船速：13 ～ 14 ノット　
稼働率：10％　　

シープレミア

航路：東京湾        船速：13 ～ 14 ノット　
稼働率：10％

シープレミア

バウスラスター

シープレミア

銅フリーAF

銅タイプAF

航路：九州～瀬戸内海
船速：10 ノット　

シープレミア

航路：八戸、京浜～名古屋～神戸　
船速：12 ノット　

シープレミア

航路：九州～瀬戸内
船速：12 ノット

シープレミア

他社AF

耐動物性

膜厚

静置防汚性

耐植物性

環境性能

平滑性

※フジツボ等

※スライム
・ノリ等

シープレミア 1000 Plus               従来品

推奨条件

内航船一般

フジツボ対策が必要な船舶

稼働率30％以上の船舶

アルミ船 

表紙について　　写真提供：株式会社エスパルスドリームフェリー
シープレミアシリーズは平滑な塗膜で燃費の削減にも貢
献します。エスパルスドリームフェリーとマリタイムイノ
ベーションジャパン（MIJAC）との共同研究で、シープレ
ミア1000Plusを全面塗装した駿河湾フェリー「富士」の
燃費計測を行った結果、1年経過後で従来塗料と比較して
約7±2％の燃費低減が確認されました。
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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。

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


