床塗料（種類）
商品名

ユカクリート タイル＃70

ユカクリート タイルﾛｰﾗｰ用

ユカクリート スタンダード

ユカクリート床雅

ユカクリート ミズユカ

系統

特徴

色

容量

塗装面積

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散等級

新設時摘要プライマー

無溶剤2液型エポキシ

●シームレスな仕上がり
ムラなく仕上がり、耐汚染性にも優れている為、
清掃が容易で長期にわたって美しさを保ちます。
●群を抜く耐久性
高い接着強度による強靭な塗膜は、機械的強度や耐水性、耐薬品性、耐油性に優れ
ており、過酷な条件下での使用に耐えます。
●厚膜施工が可能
無溶剤型エポキシ樹脂を基材としていますので、溶剤による毒性の心配もなく、一度に
厚膜に塗付できます。
●低臭速乾型もあります。
臭いがほとんどせず、食品工場など臭気・施工時間が問題になる場所でも施工できま
す。

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30

１５㎏／set（主剤１２.５kg ： 硬化剤 2.5㎏）

８．８㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリート含浸プライマー

低粘度無溶剤2液型エポキシ

●施工がしやすい低粘土
低粘土設計により専門業者でなくても簡単にﾛｰﾗｰ塗装ができます。
●強靭な厚膜タイプ
無溶剤であるため、一度に０，５mm厚の塗膜が得られます。
●多彩な硬化剤
それぞれの気温に適した硬化剤を用意していますので、季節を問わず
施工が可能です。
●塗替が簡単
旧塗膜(アクリル系、エポキシ系、アクリルウレタン系）との付着性が良いのでﾌﾟライ
マーなしで直接塗装できます。薄膜塗装から厚膜エポキシ塗装へ、床面のグレードアッ
プが簡単です。

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30

１５㎏／set（主剤１２㎏ ： 硬化剤 ３㎏）

１８～２５㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリート含浸プライマー

●抜群の耐久性
長期耐久性をもち、耐衝撃性、付着性、耐摩耗性にも優れています。
●作業性の高い低粘度
低粘度のハイソリッドのため、はけ・ﾛｰﾗｰ塗りで厚膜に付きます。
●経済的な普及タイプ
作業が簡単ですので時間、コストともに経済的です。

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30
（ライン用イエロー）

１６㎏／set（主剤１２．８ｋｇ ： 硬化剤３．２ｋｇ）

５０～５７㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートプライマーS

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30
（ライン用イエロー）

16㎏/set(主剤12.8㎏ ： 硬化剤 3.2㎏）

約100～110㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートプライマーS

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30
（ライン用イエロー）

１５㎏／set（主剤１２．５ｋｇ ： 硬化剤２．５ｋｇ）
３ｋｇ／set（主剤 ２．５ｋｇ ： 硬化剤０．５ｋｇ）

約９０～１１０㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートミズユカプライマー

溶剤希釈2液型エポキシ

●速乾タイプ
速乾性溶剤希釈2液型エポキシ 速乾型(上塗可能時間：３時間、２０℃）で、性能がユカクリート
スタンダードとほぼ同じです。

水性2液型ウレタン

ユカクリートレジモル

無溶剤2液型エポキシ

レジモルソフト

弾性無溶剤2液型エポキシ

ユカクリートタイネツ

レジモルハードＵＷ

無溶剤2液型

水硬性高強度ウレタン

●環境に優しい水性タイプ
取り扱いやすい水性タイプで低臭気ですので、広範に
ご使用いただけます。
●優れた耐久、耐汚染性
耐久性、耐汚染性が高く、広い用途に使用できます。
●美しい仕上がり
光沢がよく、美しさが長持ちします。
●優れた硬化性
水性にもかかわらず速乾タイプです。寒冷期にも重宝です。
●耐久性に強度をプラス
高い耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に加え、耐荷重性に
優れていますのでフォークリフトなど重量物の走行する場所にも
適しています。
●適度な防滑性
濡れていても滑りにくい床面となるため、屋内外を問わず幅広く
利用できます。
●多彩なカラー
カラフルな色合いとやわらかい光沢が快適さを演出します。
●鋼板・アスファルト舗装面へ高適正
追従性が高く、耐久性が向上します。
●高い耐熱性と物理的強度
高温時でも物性の低下がほとんどなく、また圧縮、曲げ強度など物理的強度に優れて
います。(耐熱温度８０℃）
●酸にも強い高耐薬品性
無機酸やアルカリにも高い抵抗性があります。
●早くて強い高作業性
低臭タイプで硬化が早く、工期を短縮できる上、コンクリートやモルタルとの接着強度
が高く、強靭な塗膜が得られます。
●高い耐熱性と耐薬品性
蒸気洗浄にも、耐酸、耐アルカリ性に優れています。
(防滑仕上げ：耐熱温度１３０℃）
●低臭・無溶剤
水性タイプで臭いがほとんどなく、安全性に優れています。
●高い物理性能と耐久性
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、重車両の通行にも耐えられる高い耐久性を有していま
す。
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床塗料（種類）
商品名

ユカクリート ＲＩＺＥ(ライズ）

ユカクリート ソフトＡ

ターフ

ユカクリート ハイクッションゴムチップ

ユカクリート レジモル＃８０

ハイブリック

ユカクリート クイック

クイック低臭型

系統

色

容量

塗装面積

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散等級

新設時摘要プライマー

硬質無溶剤2液型ウレタン

●安全性の高い無溶剤型
安全性に優れ、臭気も尐ないので取り扱いが容易です。
●高硬度、耐衝撃性、高い硬化性
高硬度とともに適度な伸びがありますので、抜群の耐衝撃性を示します。
エポキシ樹脂塗料が塗られている場所にも施工可能です。
さらに低温時（冬季）においても高い硬化性を発揮します。
●優れた強靭性
強靭な塗膜は汚れが付きにくく、ヘアクラックに追従しますので、地中への汚染を防ぎ
ます。車両の通行にも十分耐えられます。

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30

２０kg ／set（主剤 １６kg ： 硬化剤 ４kg ）

９～１０㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートプライマーⅯ
ユカクリート含浸プライマー

弾性無溶剤2液型ウレタン

●滑らかなシームレス塗膜
すぐれたゴム弾性、伸縮性のため亀裂が生じにくく、足音を抑えます。
●ソフトでかつ強靭
最高の歩行感を実現しながら、耐摩耗性、耐衝撃性、引裂強度に優れています。ゴム
系チップと組み合わせてユニークな弾性防滑仕上げが
可能です。
●容易な維持管理
耐水性、耐アルカリ性に優れ、維持管理はモップによる水拭きで十分です。

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30

16㎏／set(主剤 ８ｋｇ ： 硬化剤 ８ｋｇ）

８．９㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートプライマーⅯ
ユカクリートプライマーⅯ低臭
型

弾性溶剤希釈2液型ウレタン

●安全で快適
ウレタンチップによる防滑仕上げですべりにくく、安全なうえソフトで快適な歩行感が得
られます。
●美しく、強靭な仕上がり
複雑な形状の床にもシームレスに仕上がる塗り工法。接着力が強く、しかも耐摩耗性
にも優れています。
●鮮やかなカラーバリエーション
環境にマッチした色が選択できるよう、色のバリエーションが豊富です。

＃10・11・13・14・17・18・20・21
・22・23・24・26・27・28・29・30

弾性無溶剤1液型ウレタン

●抜群の弾力性
強靭で弾性のあるゴムチップとウレタン樹脂を熱ﾛｰﾗｰで圧着。
ゴムの弾力性と適度の空隙で衝撃を吸収します。
●より高い安全性
弾性層の上にさらに弾性ゴムチップ防滑層を施すことにより、ハイクッションでより安全
な床が得られます。
●快適で清潔
安全で素足に心地よいので園児や老人用施設の床材に最適です。しかも排水性がよ
く、腐敗や藻の発生が尐なく衛生的です。

黒・赤錆（Ｒ－２）・グリーン（Ｇ‐４）・ブルー（ＢＬ－
３）

無溶剤２液型ウレタン

特徴

●爽快な天然小石を使用
海水で磨かれ粒のそろった丸い石を使用、足ざわりがさわやかです。
（カラフルな人工石も使用可能です。）
●高い透水性
床の表面に水がたまらず、降雨時の雨のはね返りもありません。
●優れた耐水性、耐圧性
形成された樹脂モルタルは、優れた耐水性、耐圧性を発揮します。
●耐候性に優れたウレタン樹脂です。

鹿島・鳴門紅サンゴ・鳴門庵治（あじ）・鳴門 白・
鳴門 赤・鳴門 青・鳴門紅サンゴ（骨材サイズ３
mm）
・鳴門紅サンゴ（骨材サイズ１０mm）

ＭＭＡ（メチルメタクリレート）

●景観にマッチした仕上がり
様々なパターン、カラフルな骨材の使用で、景観に調和した仕上がりが可能です。
●高い防滑性
タイル調の仕上がりを有しながら適度な凹凸があるため、タイルのように滑りません。
●優れた超速乾性
施工面積によっては即日仕上げが可能なタイプですので、長期間の通行止めを必要と
しません。

赤みかげ・青みかげ・黄みかげ・桜みかげ・
かけがわみかげ・草みかげ・グレーみかげ・
黒みかげ・白みかげ・草／白・青／白・山吹・
宝来

ＭＭＡ（メチルメタクリレート）

●超速硬、低温硬化
施工後１～２時間で歩行可能な超速硬性を持ち、低温（－３０℃）でも硬化しますので
冬期の施工にも適しています。
●抜群の耐摩耗性、耐衝撃性、耐温水性
摩耗や衝撃に強く、温水をはじめ無機酸、有機酸、アルカリに対しても強い抵抗力を示
します。
●優れた耐候性
耐候性に優れています。
●高い耐熱性（モルタル工法）
熱水が流れても、物性の低下がなく、厨房などの改修に適しています。

＃１０・１４・１７・１８・２１・２４・２７

ＭＭＡ（メチルメタクリレート）

●低臭気
激しい臭気を伴う従来のＭＭＡ樹脂系塗床材に比べて低臭気です。
●超速硬化、低温硬化
施工後１～２時間で歩行可能となるような速硬化型です。ー１０℃まで施工可能で短時
間で硬化します。
●優れた物理特性や耐薬品性を持っています。
強度は従来品と殆ど遜色ありません。
●優れた耐熱水性
８０℃の熱水と２０℃の水を交互に降り注ぐ繰り返しﾃｽﾄで１，０００時間以上の耐久性
を持っています。（モルタル工法 ５mm厚、外観異常なし）

＃１０・１４・１７・１８・２１・２４・２７
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床塗料（種類）
商品名

ポリタイル＃１０００

水系カラーファルト＃３００

カラーファルトクール

カラーファルト＃５００

カラーファルト＃７００

カラーファルト＃８００

ソフトトップコートＡＵ

ユカクリート ＡＵ

ユカクリート ユニ＃１０００

系統

速硬性ビニルエステル

特徴
●エポキシ樹脂を上回る高性能
エポキシ樹脂と同等の機械的強度を持ち、耐熱性、耐溶剤性、硬化性に優れていま
す。
●耐酸性、耐アルカリ性
耐酸性はエポキシ樹脂より、耐アルカリ性は不飽和ポリエステル樹脂より優れていま
す。
●長期耐久性
長期耐久性に優れた超速硬タイプ。
●耐薬品性
塗料として使用できる樹脂の中では、最も高い耐薬品性を有しています。

色

容量

＃１７・１８・２１

１８㎏

水系無機質

●呼吸する変性高分子シリカ使用
乾燥が速く、湿気を吸排するのでふくれにくい塗膜を形成します。また蓄熱性が尐なく
炎天下のプールサイドも最適です。
●強固な無機質膜
耐候性に優れ、堅固な石垣状構造なので耐摩耗性、耐久性が高く、水に濡れても防滑
効果は変わりません。
●安全性の高い水系タイプ
水系塗床材ですから、臭気が尐なく作業が安全です。

グレー(Ｎ６）・イエロー・グリーン・ﾌﾞﾗｳﾝ・ブルー・
ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

２０㎏

水系１液型特殊アクリル

●高い遮熱性。
未塗装アスファルト面と比較して８～１４℃の温度差が確認されています。
●付着性、耐摩耗性が良好です。
自転車などの軽車両や人々が往来する通路などに適しています。
●美しく鮮明な色調とシックな仕上がり。
色調は美しく鮮明で落ち着いた艶消しのシックな仕上がりです。太陽光の反射がほと
んどなく眩しさを感じません。
●安心と安全の水系塗料です。
厚生労働省令の１３物資を含まず非危険物で、アスファルト面に塗装してもブリードの
心配がありません。

グレー(Ｎ６）・イエロー・グリーン・ﾌﾞﾗｳﾝ・ブルー・
ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

１５㎏

特殊アクリル

●アスファルト、セメント両面に適用
アスファルトコンクリート、セメントコンクリート両面に適用できる防滑塗材です。
●高い耐久力
耐水性、耐候性、耐摩耗性に優れています。
●施工がしやすく、ローコスト
施工後４～５時間で歩行が可能。ﾛｰﾗｰ、はけ、吹き付け塗りでだれにでも簡単に塗れ
るため施工のコストがかからず、メンテナンスも容易です。

＃Ｒ－１・Ｒ－３・Ｙ－２・Ｇ－２・Ｇ－４・Ｂ－２・白

特殊合成ゴム

●優れた密着性
鉄、アルミ、亜鉛鉄板などの金属や、木、コンクリート、アスファルトへ優れた密着性を
発揮します。長期に亘り素地を保護します。
●厚膜かつ速乾タイプ
厚膜にもかかわらず乾燥が速く、８０℃、１０分間の強制乾燥が可能です。
●高い品質保持力
耐摩耗性、耐油性、耐久性に優れ、長期に亘り防滑機能を発揮します。

グリーン・レッド・黒

ＭＭＡ（メチルメタクリレート）

●空気硬化タイプ
一般のＭＭＡのように温度によって硬化が阻害されることがありません。
また低温でも優れた硬化性を持ち、四季を通じて施工が可能です。
●速乾タイプ
樹脂とともに使用する触媒の使用量によって施工後１時間で交通の解放を可能にしま
す。
●群を抜く追従性
柔軟性が大きく、アスファルトの状態変化に合わせ伸縮自在に追従するため、剥離や
亀裂の発生が尐なくなります。また採用する骨材によって耐摩耗性、スリップ防止など
道路性能をより向上させることができます。

レッド・グリーン・イエロー・ブルー・白

弾性溶剤希釈２液型ウレタン

●抜群の弾力性
ソフトＡのような弾力塗床材の上に塗装し、変色を防ぎ、摩耗を尐なくします。
●無黄変タイプ
耐候性に優れているので鮮明さを保ちます。
●高い耐水、耐薬品性

２０㎏

塗装面積

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散等級

新設時摘要プライマー

F☆☆☆☆

ＣＰ－１：２０～２５㎡／２回／
缶
ＣＰ－２：２０～２５㎡／２回／
缶
ＣＰ－３：２５～３３㎡／２回／
缶

F☆☆☆☆

１５㎡／２回／缶

水系カラーファルト＃３００ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰＷ
水系カラーファルト＃３００ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰＵ
ユカクリート塗替用プライマー

ユカクリート含浸プライマー

＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
４・
26・27・28・29・30・ライン用イエロー

溶剤希釈２液型ウレタン

●速乾、高光沢タイプ
速乾性で平滑な美しい塗面が得られ、塗膜は上水に対して有害物の溶出がありませ
ん。
＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
●強靭な塗膜
４・
１６㎏／set（主剤１２．８ｋｇ ： 硬化剤３．２ｋｇ）
塗膜は強靭で損傷を受けにくく、また耐水性、耐薬品性、耐殺菌剤性に優れています。
26・27・28・29・30・ライン用イエロー
●美しさが長く続く
耐候性、耐退色性に優れ、美しい色彩と光沢が長期にわたって保たれます。

溶剤希釈２液型ウレタン

●低温時の高硬化性
低温時における硬化性が良好です。
●強靭で長持ちする美しさ
耐摩耗性、耐衝撃性、耐水性に優れ、防塵性能と美しさが長く続きます。
●優れた作業性
はけ塗り、ﾛｰﾗｰ塗りで簡単に仕上がります。

＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
４・
26・27・28・29・30・ライン用イエロー
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１７ｋｇ／set（主剤１５ｋｇ ： 硬化剤２ｋｇ）

１０６～１２３㎡／回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートプライマーＳ

３８～４７㎡／３回／set

F☆☆☆☆

ユカクリートプライマーＡ

床塗料（種類）
商品名

ユカクリート ＲＵ

ﾎﾞｰｼﾞﾝｺｰﾄＳ

床美人

水系ボージンコート

ユカクリート ドーデン＃１００Ｎ

クリヤー＃２００ＴＸＦ

＃７００

＃７００T

系統

特徴

色

容量

塗装面積

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散等級

新設時摘要プライマー

＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
４・
26・27・28・29・30・ライン用イエロー

１８㎏／set（主剤１２ｋｇ ： 硬化剤６ｋｇ）

６０～６９㎡／２回／set

F☆☆☆☆

ユカクリート密着ﾌﾟﾗｲﾏｰ

溶剤希釈１液型アクリル

●強力な塵の吸着力
帯電性の強い合成樹脂ですから、塵の吸着力に優れています。
●高い作業性
低温（５℃）から高温まで幅広い条件で作業ができ、塗り面積が大きいので塗装も簡単
です。
●優れた耐候性
耐候性に優れ、変色もほとんどありません。

＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
４・
26・27・28・29・30・ライン用イエロー

１５㎏

４３～５８㎡／３回／缶

溶剤希釈１液型アクリル

●強力な塵の吸着力
帯電性の強い合成樹脂ですから、塵の吸着力に優れています。
●高い作業性
低温（５℃）から高温まで幅広い条件で作業ができ、塗り面積が大きいの
で塗装も簡単です。
●優れた耐候性
耐候性に優れ、変色もほとんどありません。

＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
４・
26・27・28・29・30・ライン用イエロー

１５㎏

５５～７５㎡／２回／缶

●速乾、高作業性
はけ、ﾛｰﾗｰ、スプレーなどで簡単に塗装ができ、また速乾性で４時間位で軽歩行が可
能です。旧塗膜との付着性にも優れています。
●高光沢
溶剤型アクリル系塗料に匹敵する光沢を持ち、汚れがつきにくく、長期にわたって鮮明
な色を保持します。
●安全性の高い水系タイプ
水系塗料なので引火の危険がありません。

＃１０・１１・１３・１４・１７・１８・２０・２１・２２・２３・２
４・
26・27・28・29・30・ライン用イエロー

16㎏/set(主剤12.8㎏ ： 硬化剤 3.2㎏）

０．１３～０．１５㎡／回／set

●超速乾タイプ
１時間（２０℃）で軽歩行可能です。
●床用塗料として高い物性
速乾性溶剤希釈2液型ウレタン
耐摩耗性、防汚性、耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れた防塵塗料です。
●塗装が容易
ﾛｰﾗｰ、はけで容易に塗装ができます。

水系１液型アクリル

●高い帯電防止効果
静電気による放電爆発や電気ショックによるコンピューターの誤作動を防止します。
●精密、清浄空間に最適
導電性溶剤希釈２液型エポキシ 空気中のほこりを吸着しにくく、シームレスなので衛生的です。また機械的強度や耐水
性、耐薬品性にも優れています。
●優れた耐久性
耐摩耗性に優れ、帯電防止性能を長期に維持します。

溶剤１液型ウレタン

●光沢のある美しい仕上がり
きれいな木目があらわれ、美しい光沢が持続します。
●取り扱いが容易で速乾性
作業性が良く冬期乾燥性に優れています。
●メンテナンスが容易
耐摩耗性、耐摩擦傷性が優れていますのでフロアオイル、ワックスがけなどが不要で
す。
●木質床の性能を高める
適度な滑り性があるので、足への負担が穏やかになります。
●用途に合わせて選択できる３タイプでいずれも環境対応型
１液湿気硬化型＃２００ＴＸＦ、１液型水性ウレタン＃７００、２液型水性ウレタン＃７００T
の３種類があります。

水性１液型アルキド

●光沢のある美しい仕上がり
きれいな木目があらわれ、美しい光沢が持続します。
●取り扱いが容易で速乾性
作業性が良く冬期乾燥性に優れています。
●メンテナンスが容易
耐摩耗性、耐摩擦傷性が優れていますのでフロアオイル、ワックスがけなどが不要で
す。
●木質床の性能を高める
適度な滑り性があるので、足への負担が穏やかになります。
●用途に合わせて選択できる３タイプでいずれも環境対応型
１液湿気硬化型＃２００ＴＸＦ、１液型水性ウレタン＃７００、２液型水性ウレタン＃７００T
の３種類があります。

水性2液型ウレタン

●光沢のある美しい仕上がり
きれいな木目があらわれ、美しい光沢が持続します。
●取り扱いが容易で速乾性
作業性が良く冬期乾燥性に優れています。
●メンテナンスが容易
耐摩耗性、耐摩擦傷性が優れていますのでフロアオイル、ワックスがけ
などが不要です。
●木質床の性能を高める
適度な滑り性があるので、足への負担が穏やかになります。
●用途に合わせて選択できる３タイプでいずれも環境対応型
１液湿気硬化型＃２００ＴＸＦ、１液型水性ウレタン＃７００、２液型水性ウレタン＃７００T
の３種類があります。

＃１７・１８・２１
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F☆☆☆☆

