
ＳＫロングガード工法 

塗 装 材 

  エスケー化研(株) 

機械式駐車場の塗り替えに 

http://www.sk-kaken.co.jp 

Before 

After 

      優れた耐摩耗性 

ハードクイックＵＴ 汎用品 

車輪によるタイヤ耐性（20℃ 48hr） 

       高い防食性 

ミラクガードＲＰ 汎用品 

防錆試験：塩水噴霧500hr 

※詳しくは最寄の営業所へお問い合わせ下さい。 

設計価格   ¥2,700 300㎡以上 

  

工    法   SKロングガード工法 

適応部位   機械式駐車場鋼板床、架台、支柱 

標準仕様 

下塗り：ミラクガードRP 

     （0.18～0.22㎏/㎡） 

上塗り：ハードクイックUT 

     （0.24～0.31㎏/㎡） 

※その他注意事項等カタログをご参照下さい。 

速乾性 速硬性 耐磨耗性 耐候性 防食性 



塗 装 材 

http://www.sk-kaken.co.jp  

セラミフレッシュIN 

エスケー化研(株) 

特殊シリコン樹脂系水性ペイント（EP-Si） 

内装専用 

フリースペース 

※詳しくは最寄の営業所へお問い合わせ下さい。 

設計価格   ¥1,950 300㎡以上下塗り込 

適応部位   内壁 

標準仕様 

下塗り：水性ミラクシーラーエコ 

     （0.15～0.20ｋｇ/㎡） 

上塗り：セラミフレッシュIN 

     （0.25～0.30ｋｇ/㎡） 

※その他注意事項等はカタログをご参照下さい 

環境対応 低臭気 低汚染 水系 防藻防カビ 



塗 装 材 

http://www.sk-kaken.co.jp   

タイルセラクリーン 

エスケー化研(株) 

セラミック浸透性吸水防止材 

陶磁器タイルの改修保護に 

※詳しくは最寄の営業所へお問い合わせ下さい。 

設計価格   ¥2,500 （300㎡以上）洗浄工程除く 

  

適応部位   磁器タイル、せっ器タイル壁面 

標準仕様 

上塗り：タイルセラクリーン 

     （0.16～0.20㎏/㎡） 

ラスタータイルには使用できません。 

※その他注意事項等カタログをご参照下さい。 

低汚染 耐久性 吸水防止 透湿性 

http://www.sk-kaken.co.jp/
http://www.sk-kaken.co.jp/
http://www.sk-kaken.co.jp/
http://www.sk-kaken.co.jp/


水性セラタイトシリーズ 

塗 装 材 

http://www.sk-kaken.co.jp   
エスケー化研(株) 

超低汚染・超耐久型水性塗料 

特許 第３０７３７７５号 他 

フリースペース 

汚染除去のメカニズム 

※詳しくは最寄の営業所へお問い合わせ下さい。 

設計価格   ¥3,000～¥3,200 300㎡以上…例1 

設計価格   ¥4,100～￥4,600 300㎡以上…例2 

工    法   SKメンテサーフシステム 

適応部位   外壁 

標準仕様 上塗シリコン樹脂塗料の場合 

（例１） 
下塗り：水性ソフトサーフSG（0.3～1.5㎏/㎡） 
上塗り：水性セラタイトSi（0.30～0.35㎏/㎡） 

（例２） 
下塗り：水性弾性サーフエポ（0.3～1.5㎏/㎡） 
上塗り：水性弾性セラタイトSi（0.30～0.35㎏/㎡） 
この他、各種仕様があります。 
※その他注意事項等はカタログをご参照下さい。 

低汚染 

防藻防カビ 水系 安全性 

耐候性（耐久性） 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスアクアセラシリコン会社名  

関西ペイント販売（株） 

環境対応 低汚染型 防藻防カビ 水系 

  ＪＩＳ Ａ 6909 建築用仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ  上塗材  
  ＪＩＳ Ａ 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材Ｅ  上塗材 

建物をやさしく保護し、長期の美観を保つ「高耐候高弾性超低汚染２液水性塗料」が誕生しました。 

設計価格  ¥3,900 

  

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ｱﾚｽ弾性ﾎﾙﾀﾞｰ防水形」 

      塗付量0.8～1.5㎏/㎡/回 
 
上塗（2回） ： 「ｱﾚｽｱｸｱｾﾗｼﾘｺﾝ」 

           塗付量0.12～0.14㎏/㎡/回 
 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

耐候性 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスクールシリーズ会社名  

関西ペイント販売（株） 

屋根用遮熱塗料 

設計価格 

 金属系屋根 

 ¥4,000（3工程）１液フッソ 

 ¥3,600（3工程）２液シリコン 

 ¥3,300（3工程）１液シリコン 

 ¥3,200（3工程）２液ウレタン 

 窯業系屋根 

 ¥4,900（4工程）水性フッ素 

 ¥4,100（4工程）水性シリコン 

 ¥4,300（4工程）２液シリコン 

  ¥4,000（4工程）１液シリコン 

  ¥3,900（4工程）２液ウレタン 

  

適応部位   金属系屋根・窯業系屋根 

高反射 省エネ 省電力 遮熱 高反射 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスアートシックイ（厚膜型）・アレスシックイ会社名  

関西ペイント販売（株） 

消石灰系仕上材 

ＪＩＳ Ａ6909 薄付け仕上塗材  内装薄塗材Ｌ相当品 

水系 設計価格  ¥3,950 

  

適応部位   内壁 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ｱﾚｽｼｯｸｲｼｰﾗｰ」 

      塗付量0.12㎏/㎡/回 
上塗（ｺﾃ仕上）：「ｱﾚｽｱｰﾄｼｯｸｲ厚膜形」 
     塗付量0.7～1.5㎏/㎡/回 
上塗（ﾛｰﾗｰ仕上）：「ｱﾚｽｱｰﾄｼｯｸｲ厚膜形」 
     塗付量0.7～1.0㎏/㎡/回 
 

※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

アレスアートシックイ厚膜形は、多孔質ローラーやコテを用いて様々なテクスチャーを表現することができる塗付形 
漆喰塗料です。 

結露対応 抗菌性 低臭気型 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスシリコンストーン会社名  

関西ペイント販売（株） 

防水形石調仕上材 

設計価格  ¥5,800（ﾛｰﾗｰ凸部押え） 

  

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ｱﾚｽｼﾘｺﾝｽﾄｰﾝ下塗材」 

      塗付量0.7～1.2㎏/㎡/回 
主材（ﾍﾞｰｽ）  ： 「ｱﾚｽｼﾘｺﾝｽﾄｰﾝ主材」 
      塗付量1.3～1.7㎏/㎡/回 
主材（ﾊﾟﾀｰﾝ） ： 「ｱﾚｽｼﾘｺﾝｽﾄｰﾝ主材」 
     塗付量1.5～2.0㎏/㎡/回 
ﾛｰﾗｰ押え 
仕上材：「ｱﾚｽｼﾘｺﾝｽﾄｰﾝﾄｯﾌﾟｸﾘﾔｰ」 
     塗付量0.10～0.15㎏/㎡/回 
      

※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

環境対応 耐候性 防藻防カビ 水系 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスシリコンクラフト工法会社名  

関西ペイント販売（株） 

水性反応硬化形アクリルシリコン系微弾性複層仕上げ工法 

環境対応 低汚染型 防藻防カビ 水系 

水性反応硬化形アクリルシリコン系微弾性下地調整材と低汚染水性アクリルシリコン樹脂の組合せによるWシリコン
が１０の効果を生み出します。 

設計価格  ¥3,400 

  

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ｱﾚｽｼﾘｺﾝｸﾗﾌﾄ」 

      塗付量0.3～0.5㎏/㎡/回 
 
上塗（2回） ： 「ｱﾚｽｱｸｱｼﾘｺﾝACⅡ」 

           塗付量0.13～0.16㎏/㎡/回 
 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

透湿性 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスアクアタイルガード会社名  

関西ペイント販売（株） 

陶磁器タイル（モルタル目地）保護用水系浸透性吸水防止材 

環境対応 水系 

磁器タイル面のモルタル目地部は、酸性雨、炭酸ガス等の影響で、経時で中性化がすすみ徐々に劣化していきます。 
また、目地部に見られるエフロレッセンスやコケ・カビ等の汚れは建物の美観を損ないます。 
アレスアクアタイルガードは、新しいタイプの水系浸透性吸水防止材で、吸水性のある素材に塗布・浸透することに
より吸水を抑制し、様々な劣化現象（凍害・中性化等）から建物を護ります。 

設計価格  ¥2,500 

  

適応部位   外壁タイル 

＜工 程＞ 

上塗（2回）  ： 「ｱﾚｽｱｸｱﾀｲﾙｶﾞｰﾄﾞ」 

      塗付量0.12～0.15㎏/㎡/回 
 

 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスノキテンコート会社名  

関西ペイント販売（株） 

水性無機有機複合 微弾性透湿形塗料 

環境対応 防藻防カビ 水系 

ノキテンコートは、新しく開発された水性無機有機複合樹脂をベースにして、微弾性を持たせるとともに各機能をもた
せることに成功した、今、最もユニークな軒天上・上裏・内部天井の塗替え専用塗料です。 

設計価格  ¥1,400 

  

適応部位   軒天井 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ＥＰｼｰﾗｰ」 

      塗付量0.12～0.15㎏/㎡/回 
 
上塗（1回） ： 「ｱﾚｽﾉｷﾃﾝｺｰﾄ」 

           塗付量0..5㎏/㎡/回 
 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

透湿性 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスホルダーＥＰＯ会社名  

関西ペイント販売（株） 

ＪＩＳ Ａ 6909 可とう形改修塗材ＲＥ 

設計価格  ¥3,900 

  

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ｱﾚｽﾎﾙﾀﾞｰEPO」 

      塗付量0.80～1.30㎏/㎡/回 
 
上塗（2回）  ： 「ｱﾚｽｱｸｱｾﾗｼﾘｺﾝ」 
      塗付量0.12～0.14㎏/㎡/回 

 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

水系 

付着力にこだわりました。 

環境対応 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレスリフレシリーズ会社名  

関西ペイント販売（株） 

環境対応型修復洗浄材 

環境対応 水系 

構造物のあらゆる素材を修復するアレスリフレシリーズ 

設計価格  別途お問合せ下さい 

  

適応部位   外壁 
 
標準仕様 

ｱﾚｽﾘﾌﾚＴＩ （ﾀｲﾙ用ｸﾘｰﾅｰ） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＡＬ （ｱﾙﾐ用ｸﾘｰﾅｰ） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＳＴ （ｽﾃﾝﾚｽ用ｸﾘｰﾅｰ） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＦ （ﾌｯｿ被膜保護材） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＢＪ （強力拭き取りｸﾘｰﾅｰ） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＧＲ （御影石用ｸﾘｰﾅｰ） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＥＦ （ｴﾌﾛ除去材） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＢＬ （中性ｻﾋﾞ除去材） 
ｱﾚｽﾘﾌﾚＰＲ （ﾌﾟﾗｲﾏｰ除去材） 

ｱﾚｽﾘﾌﾚｼﾘｰｽﾞ各品は、使用方法を間違うと不
具合の発生も予測されます。使用前に、必ず
目立たない箇所でテストし汚れの落ちや部材
への影響を確認して下さい。 

その他の注意事項はカタログを参照ください。 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレス水性ワイドグリップ会社名  

関西ペイント販売（株） 

水性反応硬化形多機能アクリル樹脂系塗料 

抗菌性 防藻防カビ 鉛・クロムフリー 

「アレス水性ワイドグリップ」は、当社が構築した水性反応硬化技術の集大成として開発した「多機能つや消しアクリ
ル樹脂系塗料」です。内外装の仕上げとして、幅広い用途にご使用いただけます。 

設計価格  ¥1,700 

  

適応部位   ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｹｲｶﾙ板他 

＜工 程＞ 

平滑面 

上塗（2回）  ： 「ｱﾚｽ水性ﾜｲﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ」 

      塗付量0.12～0.14㎏/㎡/回 
 
リシン面（軒天など） 
上塗（2回）  ： 「ｱﾚｽ水性ﾜｲﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾞ」 
      塗付量0.15～0.25㎏/㎡/回 

 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

水系 環境対応 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

アレス弾性ホールド工法会社名  

関西ペイント販売（株） 

  ＪＩＳ Ａ 6909 建築用仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ  
  ＪＩＳ Ａ 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材Ｅ 

環境対応 低汚染型 防藻防カビ 水系 

微弾性外装仕上げ工法の先駆者、関西ペイントが培った技術力を結集致しました。 

設計価格  ¥3,900 

  

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

下塗 ： 「ｱﾚｽ弾性ﾎﾙﾀﾞｰ防水形」 

      塗付量0.8～1.5㎏/㎡/回 
 
上塗（2回） ： 「ｱﾚｽｱｸｱｾﾗｼﾘｺﾝ」 

           塗付量0.12～0.14㎏/㎡/回 
 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

新世代複層工法の主役「アレス弾性ホルダー防水形」の誕生です。 

耐候性 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

パワーＭレタンＥＸ会社名  

関西ペイント販売（株） 

ターペン可溶ウレタン変性上塗下塗兼用塗料 

鉛・クロムフリー 環境対応 低臭気型 省工程 
設計価格  ¥2,250 

  

適応部位   鉄扉・手摺・階段等 

＜工 程＞ 

上塗（2回） ： 「ﾊﾟﾜｰMﾚﾀﾝEX」 

      塗付量0.12～0.13㎏/㎡/回 
 

※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 

従来の3工程を2工程に省工程が可能になります。また、弱溶剤系であり旧塗膜適正が広く安全な作業環境を提供で
きます。 



塗 装 材 

hｔｔｐ：//www.kansai.co.jp/  

リベルマイスター21工法会社名  

関西ペイント販売（株） 

ＪＩＳ Ａ 6021 建築用塗膜防水材 

環境対応 低汚染型 防藻防カビ 水系 

高弾性 

『JIS A 6021』正式名称を『建築用塗膜防水材』といいます。主に鉄筋コンクリート造建築物の外壁などの防水工事に
用います。主要原料はアクリルゴムで、一般の外壁材と比べ『耐ひび割れ追従性』に圧倒的な優位性を持ち、ひび割れ
に起因する外壁表面からの雨水の浸入を長期にわたって抑制します。 
『リベルマイスター２１』はJIS A6021の基準に合格します。 

設計価格  ¥5,500 

  

適応部位   外壁 

＜工 程＞ 

下塗（2回） ： 「ﾘﾍﾞﾙﾏｲｽﾀｰ21」 

      塗付量1.2～1.5㎏/㎡/回 
 
上塗（2回） ： 「ﾘﾍﾞﾙｾﾗﾄｯﾌﾟＳｉ」 

           塗付量0.13～0.16㎏/㎡/回 
 
※ その他注意事項はｶﾀﾛｸﾞを参照ください。 



塗 装 材 

㈱ダイフレックス 

多彩模様アクリルシリコン塗材 

立体感と深みのあるアクリルシリコン樹脂の多彩模様塗膜が個性的で優雅な壁面を演出します。 

http://www.dyflex.co.jp/  

ダイヤアーバントーン  

意匠性 低汚染性 水系 

設計価格   ¥4,900～ (材工） 

  

標準仕様   内外壁 

工    法   ダイヤアーバントーン 

適応部位   
エントランス内壁、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ、   
ALC等デザインパネル、石材調塗材など 

＜工 程＞ 

①下地処理 

②下塗り ダイヤワイドシーラー  0.1～0.2ｋｇ 
③中塗り ダイヤアーバントーン中塗 0.18～0.22kg 
④上塗り ダイヤアーバントーン上塗 0.4～0.5kg 
*下地の種類により下塗りは微弾性フィラーも可 

耐光性 



塗 装 材 

㈱ダイフレックス 

水系ゼロVOC内装用塗料合成樹脂エマルションペイント 

フッ素樹脂塗料を凌ぐ超耐久性塗膜が大切な資産をいつまでも美しく彩り続けます。 

http://www.dyflex.co.jp/  

ダイヤキトサンコート  

ゼロVOC 抗菌性 低臭 

設計価格   ¥1,800～ (材工） 

  

標準仕様   内壁 

工    法   ダイヤキトサンコート 

適応部位   建物一般内部壁面、壁紙等 

＜工 程＞ 

①下地処理 

②下塗り ダイヤエコシーラーホワイト 0.1ｋｇ 

③上塗り ダイヤキトサンコート 0.25～0.3kg 

防カビ 不燃性 



塗 装 材 

㈱ダイフレックス 

水系超耐候・超低汚染型変性無機塗料 

フッ素樹脂塗料を凌ぐ超耐久性塗膜が大切な資産をいつまでも美しく彩り続けます。 

http://www.dyflex.co.jp/  

ダイヤスーパーセランアクア  

超耐候 超低汚染 防黴・防藻 

設計価格   ¥4,100～ (材工） 

  

標準仕様   外壁 

工    法   ダイヤスーパーセランアクア 

適応部位   外壁等 

＜工 程＞ 

①下地処理 

②下塗り ダイヤアクレスエポ  0.3～0.5ｋｇ 

③上塗り ダイヤスーパーセランアクア 0.25kg～ 

難燃性 高硬度 



塗 装 材 

㈱ダイフレックス 

ターペン可溶形変性無機塗料（遮熱タイプ） 

フッ素樹脂塗料を凌ぐ超耐久性塗膜が遮熱機能を加えて大切な資産をいつまでも美しく彩り続けます。 

http://www.dyflex.co.jp/  

ダイヤスーパーセランマイルドIR  

設計価格   ¥6,000～ (材工） 

  

標準仕様   外壁 屋根 

工    法   ダイヤスーパーセランマイルドIR 

適応部位   外壁・屋根・カーテンウォール等 

＜工 程＞ 

①下地処理 
②下塗り ダイヤワイドシーラー  0.1～0.2kg 

②下塗り ダイヤシャネツウォール  1.2～1.5ｋｇ 

③上塗り ダイヤスーパーセランマイルドIR 0.3～0.35kg 

耐候性 超低汚染 遮熱型 難燃性 高硬度 



塗 装 材 

㈱ダイフレックス 

超低汚染水系１液セラミックハイブリッドアクリルシリコン樹脂塗料 

100万分の1ミリのテクノロジー。セラミックナノ粒子がアクリルシリコン樹脂塗料に超低汚染性を実現。 

http://www.dyflex.co.jp/  

ダイヤセラナノン  

超低汚染性 高耐候型 水系一液 

設計価格   ¥3,100～ (材工・下塗含む） 

  

標準仕様   外壁 

工    法   ダイヤセラナノン 

適応部位   外壁面 

＜工 程＞ 

①下地処理 

②下塗り ダイヤアクレスエポ  0.3～0.5ｋｇ 

③上塗り ダイヤセラナノン 0.25kg～ 

防ｶﾋﾞ・防藻 全艶 



塗 装 材 

㈱ダイフレックス 

水系打ち放しコンクリート表面保護工法 

コンクリートの風合いを生かしながら長寿命化を図る完全水系のコンクリート保護工法。 

http://www.dyflex.co.jp/  

ダイヤ水系ＣＲＰシステム  

中性化抑制 遮塩性 水系 

設計価格   ¥3,600～ (材工） 

  

標準仕様   コンクリート表面保護 

工    法   ダイヤ水系ＣＲＰシステム 

適応部位   コンクリート打ち放し外壁面等 

＜工 程＞ 

①下地処理 

②下塗り コンフィックスＳＭ－７Ｗ  0.2～0.3ｋｇ 

③中塗り ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾌﾚｯｼｭｼﾘｺﾝｶﾗｰｸﾘﾔｰ 0.1～0.2kg 
④上塗り ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾌﾚｯｼｭｼﾘｺﾝ艶消しｸﾘﾔｰ0.1～0.15kg 

質感維持 
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