


耐久性と耐水性に優れた「コールタール」の構造と性質を研究し、 
石炭化学の技術を駆使して改良に改良を重ね、錆への強さと同時に 
塗料のさまざまな可能性を追求してきました。 

NBコートシリーズが発揮する卓越した錆への強さ、その秘密は 
タールケミストリーにあります。 

錆に強いタールケミストリー 

優れた性能の決め手は、変性剤としての特殊オリゴマー。 
ＮＢコート ＜特殊変性エポキシ樹脂塗料＞の特性 

密着性 密着性 

低コスト 低コスト 応力 
緩和性 
応力 

緩和性 
防食性 防食性 

特殊オリゴマーと特殊エポキシ樹脂とのブレンド
により、各種プライマー面をはじめ、長期間暴露さ
れた各種旧塗膜への密着性に優れています。 

特殊オリゴマーは耐水性、耐海水性
に優れ、外部からの水分や酸素等の
腐食性物質を遮断し、長期にわたり防
食性能を発揮します。 

特殊オリゴマーは化学的に安定しているため、塗膜
の収縮を緩和し、強靱な塗膜を形成。長期間、塗膜
のソリ、ワレ、はがれ等の欠陥が見られません。 

メンテナンス メンテナンス 

作 業 性  作 業 性  

時代の要請に応え進化し続けるテクノロジー〈NBコート〉 
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ホワイトタール配合により、優れた密着性と防食性を発揮します。 

上甲板暴露部／上部暴露構造物 

NBコート GW DECK（変性エポキシウレタン樹脂塗料） 

優れた物理的強度・強靱性がカーゴホールドを守ります。 

カーゴホールド 

NBコート KABUTO-100（ガラスフレーク入り変性エポキシ樹脂塗料） 

●ホワイトタールを配合し、タールエポキシ樹脂塗料と同等の防食性を発揮。 

●濡れ性に富み、比較的ラフな下地に対しても密着性が良好。 

●一回塗りで乾燥膜厚250μmが可能。 

●優れた低温硬化性。 

●水や腐食性物質を遮断し、長期間鉄表面の防食性を保持する優れた物理的強度、耐薬品性、強靱性。 

●高い密着性、優れた防食効果。 

●FDA認可品 

●一回塗りで乾燥膜厚250μmが可能。 

■アッパーデッキのために鍛えた性能 

■効果の比較と塗装実績 

■酷使と苛酷な腐食環境でのより確かな錆への対応力 

■塗装実績 

NBコート AQ-62マリン【標準・速乾】（特殊変性エポキシ樹脂塗料） 

時間がたつ程に差がわかる。塗膜損傷部からの錆の進行と塗膜密着性低下の状況例 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

試験後の状態 カッターによる密着性試験後の状態 ここが違います。 

■NBコート 
　GW DECK

■従来塗料 

○塗膜下の錆の進行が見られない。 
　 
○カッターによるハツリ試験でも 
　密着性の低下がほとんどなし。 

×膜下に錆が進行 
　 
×カッターによるハツリ試験でも 
　密着性の低下が著しい。 

●修繕船での塗装実績（170,000DWTバラ積船） 

①塩化ゴムを塗装。新造時から5年目の状態。
メカニカルダメージから錆多い。 

②NBコート GW DECKを上塗り。 ③塗装後6年後の状態。錆なし、塩化ゴムへの上塗密着性問題なし。 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

①下地処理：サンドブラストSa-2.0 
　塗装：KABUTO-100 
　dry125μm×2回 

②2.5年経過後、塗膜状態。塗膜の装耗少なく良好状態。 
　カーゴ：石炭／鉄鉱石 

●修繕船での塗装実績（170,000DWTバラ積船） 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②パワーツールにて錆打ち 
③パワーツールにて磨き 

下 地 処 理  

NBコート 3000GW Ｔ／Ｕ １ 茶 120μm × 1 0.48KG/m2 ×1回 

NBコート GW DECK Ａ／Ｏ １ 各色 200μm × 1 0.64KG/m2 ×1回 

■ NBコート GW DECK 塗装仕様 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②サンドブラスト（Sa-2.0） 

下 地 処 理  

NEプライマー Ａ／Ｏ １ 赤褐色 40μm × 1 0.28KG/m2 ×1回 

NBコート AQ-62マリン Ａ／Ｏ １ N-6、赤錆 125μm × 2 0.48KG/m2 ×2回 

■ NBコート AQ-62マリン 塗装仕様 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②サンドブラスト（Sa-2.0） 

下 地 処 理  

NEプライマー Ａ／Ｏ １ 赤褐色 40μm × 1 0.28KG/m2 ×1回 

NBコート KABUTO-100 Ａ／Ｏ １ N-6、赤錆 125μm × 2 0.48KG/m2 ×2回 

■ NBコート KABUTO-100 塗装仕様 



ホワイトタール配合により、優れた密着性と防食性を発揮します。 
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●修繕船での塗装実績（170,000DWTバラ積船） 
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メカニカルダメージから錆多い。 

②NBコート GW DECKを上塗り。 ③塗装後6年後の状態。錆なし、塩化ゴムへの上塗密着性問題なし。 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

①下地処理：サンドブラストSa-2.0 
　塗装：KABUTO-100 
　dry125μm×2回 

②2.5年経過後、塗膜状態。塗膜の装耗少なく良好状態。 
　カーゴ：石炭／鉄鉱石 
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NEプライマー Ａ／Ｏ １ 赤褐色 40μm × 1 0.28KG/m2 ×1回 

NBコート AQ-62マリン Ａ／Ｏ １ N-6、赤錆 125μm × 2 0.48KG/m2 ×2回 
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塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②サンドブラスト（Sa-2.0） 

下 地 処 理  

NEプライマー Ａ／Ｏ １ 赤褐色 40μm × 1 0.28KG/m2 ×1回 

NBコート KABUTO-100 Ａ／Ｏ １ N-6、赤錆 125μm × 2 0.48KG/m2 ×2回 

■ NBコート KABUTO-100 塗装仕様 



環境問題を考慮し、VOC低減を実現したハイソリッドタイプです。 

バラストタンク用 

NBコート マリンバラスターHS【標準・速乾】 
（特殊変性エポキシ樹脂塗料ハイソリッドタイプ） 特殊オリゴマーとガラスフレークの相乗効果でピッチングコロージョンを防ぎます。 

原油カーゴタンク底板用 

NBコート AQ-70GFW（ガラスフレーク入り変性エポキシ樹脂塗料） 

■バラストタンク用に開発された新世代塗料 

■塗装実績 

■ガラスフレークを特殊な方法で配合した重防食塗料 

■塗装実績 

■塗装実績 

■使いやすく、幅広い用途の経済的塗料 

オンボードメンテナンスに幅広く使え、湿った状態でも容易に刷毛塗りが可能です。 

オンボードメンテナンス用 

NBコート AWP（湿潤面用特殊エポキシ樹脂塗料） 

●ハイソリッドタイプで塗装歩留が高く、VOC量を低減。 
●0～5℃の低温雰囲気でも塗装後翌日の検査に対応可能な優れた硬化性を発揮。 
●優れた耐水性・耐海水性を発揮。 
●水や腐食性物質を遮断し、長期間鉄表面の防食性を保持する優れた物理的強度、耐久性、強靱性。 
●厚塗り性に優れている。 
●修繕での塗替でも使用可能。旧塗膜とのなじみがよく、密着性も良好。 

●耐水性、耐海水性、耐薬品性に優れ、塗膜に多層配列されたガラスフレークにより、薬液やガスの 

  浸透を防ぎ、優れた防食効果を発揮。（迷路効果） 

●優れた速乾性。厚く塗装しても素早く乾燥。 

●結露や付着水分があっても塗装可能。 

●溶剤臭少なく作業性UP。 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

①パワーツールにて磨き後、 
　NBコート AQ-70GFW
をDRY600μm塗装。 　 

②次回ドック2.5年後、塗膜確認。
下地に強固に密着し、新たな
孔食腐食はありません。 

●修繕船での塗装実績 
　（250,000DWT VLCC） 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

①建造時塗装：NBコート マリンバラスターHS　dry150μm×2回 ②2年経過後写真。 発錆なし。 

●新造船での塗装実績（3,000DWTケミカルタンカー） 

①船齢15年　補修前 ②マリンバラスターHS　補修塗装後 
　旧タールエポ塗膜・低ケレン素地調整面に対する密着性は良好 

●修繕船での塗装実績（250,000DWT VLCC） 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

バラストタンク内発錆部を錆打後、
NBコート AWPにてT／U

●オンボードでの塗装実績 
　（70,000DWTバラ積船） 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②パワーツールにて錆打ち 
③パワーツールにて磨き 

下 地 処 理  

NBコート マリンバラスターHS A／O 2 N-6、山吹 150μm × 2 0.55KG/m2 ×2回 

■ NBコート マリンバラスターHS塗装仕様（修繕船） 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①ケミカル洗浄 
②高圧水ブラスト 
 

③パワーツールにて錆打ち 
④パワーツールにて磨き 

下 地 処 理  

NBコート AQ-70GFW A／O 2 N-6、N-4 300μm × 2 1.13KG/m2 ×2回 

■ NBコート AQ-70GFW 塗装仕様 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②パワーツールにて錆打ち 

下 地 処 理  

NBコート AWP T／U 3回以上 N-6、赤錆 50μm × 3 0.12KG/m2 ×3回 

■ NBコート AWP 塗装仕様 



環境問題を考慮し、VOC低減を実現したハイソリッドタイプです。 

バラストタンク用 

NBコート マリンバラスターHS【標準・速乾】 
（特殊変性エポキシ樹脂塗料ハイソリッドタイプ） 特殊オリゴマーとガラスフレークの相乗効果でピッチングコロージョンを防ぎます。 

原油カーゴタンク底板用 

NBコート AQ-70GFW（ガラスフレーク入り変性エポキシ樹脂塗料） 

■バラストタンク用に開発された新世代塗料 

■塗装実績 

■ガラスフレークを特殊な方法で配合した重防食塗料 

■塗装実績 

■塗装実績 

■使いやすく、幅広い用途の経済的塗料 

オンボードメンテナンスに幅広く使え、湿った状態でも容易に刷毛塗りが可能です。 

オンボードメンテナンス用 

NBコート AWP（湿潤面用特殊エポキシ樹脂塗料） 

●ハイソリッドタイプで塗装歩留が高く、VOC量を低減。 
●0～5℃の低温雰囲気でも塗装後翌日の検査に対応可能な優れた硬化性を発揮。 
●優れた耐水性・耐海水性を発揮。 
●水や腐食性物質を遮断し、長期間鉄表面の防食性を保持する優れた物理的強度、耐久性、強靱性。 
●厚塗り性に優れている。 
●修繕での塗替でも使用可能。旧塗膜とのなじみがよく、密着性も良好。 

●耐水性、耐海水性、耐薬品性に優れ、塗膜に多層配列されたガラスフレークにより、薬液やガスの 

  浸透を防ぎ、優れた防食効果を発揮。（迷路効果） 

●優れた速乾性。厚く塗装しても素早く乾燥。 

●結露や付着水分があっても塗装可能。 

●溶剤臭少なく作業性UP。 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

①パワーツールにて磨き後、 
　NBコート AQ-70GFW
をDRY600μm塗装。 　 

②次回ドック2.5年後、塗膜確認。
下地に強固に密着し、新たな
孔食腐食はありません。 

●修繕船での塗装実績 
　（250,000DWT VLCC） 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

①建造時塗装：NBコート マリンバラスターHS　dry150μm×2回 ②2年経過後写真。 発錆なし。 

●新造船での塗装実績（3,000DWTケミカルタンカー） 

①船齢15年　補修前 ②マリンバラスターHS　補修塗装後 
　旧タールエポ塗膜・低ケレン素地調整面に対する密着性は良好 

●修繕船での塗装実績（250,000DWT VLCC） 

塗装実績が物語る確かな性能。目に見えて違いを実感できます。 

バラストタンク内発錆部を錆打後、
NBコート AWPにてT／U

●オンボードでの塗装実績 
　（70,000DWTバラ積船） 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②パワーツールにて錆打ち 
③パワーツールにて磨き 

下 地 処 理  

NBコート マリンバラスターHS A／O 2 N-6、山吹 150μm × 2 0.55KG/m2 ×2回 

■ NBコート マリンバラスターHS塗装仕様（修繕船） 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①ケミカル洗浄 
②高圧水ブラスト 
 

③パワーツールにて錆打ち 
④パワーツールにて磨き 

下 地 処 理  

NBコート AQ-70GFW A／O 2 N-6、N-4 300μm × 2 1.13KG/m2 ×2回 

■ NBコート AQ-70GFW 塗装仕様 

塗　料　名 工　程 塗装回数 色 乾燥膜厚 標準塗布量 

①清水による高圧水洗浄 
②パワーツールにて錆打ち 

下 地 処 理  

NBコート AWP T／U 3回以上 N-6、赤錆 50μm × 3 0.12KG/m2 ×3回 

■ NBコート AWP 塗装仕様 



製品取扱い上の注意事項（安全衛生他）
本品を吸入したり皮ふに触れたりすると、中毒やかぶれ等の健
康障害を起こす恐れがあります。本品を正しく御使用頂くため
に安全・衛生に注意し、特に下記の事項を守ってください。

■一般的注意事項
●引火性がありますので火気厳禁です。皮ふに付着すると炎症
を起こしたり、また吸収すると健康障害を起こす恐れがあります
から取扱いには注意してください。

■取扱い方法
●火気の有るところでは使用しないでください。●換気のよいと
ころで作業してください。●塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、
蒸気を吸い込まないようにしてください。●取扱い中は、できる
だけ皮ふに触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マ
スクまたは送気マスク、保護めがね、保護手袋、更に頭巾、長
袖の作業衣、えり巻きタオル等を着用してください。●こぼれた
ときには、砂等を散布した後、布類（ウエス）で拭き取ってくださ
い。塗料の付いた布類や塗料かす、スプレーダスト等は、必ず
水に浸して処理してください。●取扱い後は洗顔、手洗い、うが
いおよび鼻孔洗浄を十分に行ってください。●他の塗料との混
合は絶対に避けてください。●塗装前に良く攪拌してください。
●雨天、高湿度時の塗装は避けてください。

■救急処理
●皮ふに付着したときには石けん水で洗い落とし、痛みや外傷
が生じたときには、医師の診察を受けてください。●目に入った
ときには多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて
ください。●蒸気やガスを吸って不快なときは、空気の清浄な
場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

■火災時の処置
●火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

■貯蔵保管方法
●完全にふたをし、一定の場所を定めて、子供の手の届かないと
ころに保管してください。●20℃以下のところで保管してください。

■廃棄方法
●捨てるときは、産業廃棄物として処理してください。

■誤使用防止
●本来の目的以外（シンナー遊び等）に使用しないでください。

詳細な内容は、製品安全データシート（MSDS）をご参
照ください。

■関連法規
●労働安全衛生法（特定化学物質等障害予防規則、有機溶
剤中毒予防規則）
●毒物および劇物取締法。●消防法。●廃棄物の処理および
清掃に関する法律。

■ご使用上の注意事項■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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