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優れた塗料で未来を支えるネットワーク。

1 2

石炭化学から生まれた錆に強い究極の塗料、

NBコート［陸上用］シリーズ
日塗化学は、重防食塗料のリーディングカンパニーです。
タールテクノロジーと応用技術が結集された塗料、それが、NBコートシリーズです。
石炭化学が生み、タールテクノロジーが育んだこのNBコートシリーズは、過酷な腐食環
境にさらされる陸上のあらゆる鋼構造物の錆に最も強い塗料として開発以来、高い評価
と実績を誇っています。

もうスクラップ＆ビルドの時代ではなくなります。

 「性能の差は、メンテナンスの差」
NBコートシリーズは、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系塗料など旧塗膜との密着性が
良く、メンテナンス塗料として最適です。

21世紀の社会を支える塗料の第一条件です。

「何よりも錆に強いこと」
過酷な自然環境にさらされる陸上のあらゆる構造物の耐久性と安全性の維持
に活躍しているのが塗料です。
塗料に求められる機能は、単に美しい仕上がり、環境への優しさ、そして作業
性のよさ、低コストではなく、錆に対する強さに他なりません。なぜならば、たと
え小さな腐食であっても、やがては構造物そのものを蝕み、周囲の環境ばかり
か社会全体の安全性をも崩壊させてしまうことにつながるからです。

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。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、さらに日塗化学ならではの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。そのノウハ
ウと応用技術を結集してノンタールでありながら、タール系と同様の防食性能
を持つ、特殊変性エポキシ樹脂塗料シリーズを開発しました。

錆への強さと、塗料の様々な可能性を追求。

「錆に強い、
  タールテクノロジー」

優れたメンテナンス塗料として幅広く活躍します。

石油・プラント

水　道

腐食環境の厳しい条件下におかれる石油・ガス関連施設の鋼構造物全般、タンク側
面などに。
優れた防食性能を長期にわたって発揮し、安全な環境の維持に貢献します。

電　力
着色仕上げが可能なNBコートシリーズが屋内、屋外を問わず、鋼構造物全般に、また、
ダムや水圧鉄管などの施設や鉄塔などの新設・メンテナンス塗料として活躍します。

橋梁・港湾
強風、雨や多量の水、そして塩分を含んだ海水等、橋梁や桟橋は、過酷な腐食環境に
さらされています。耐久性・耐水性に優れたNBコートシリーズが新設・メンテナンス塗
料としてその優れた防食性能の真価を発揮します。

建　築
NBコートが、鋼構造物を錆や腐食から守ります。さまざまな薬品等による工場内部の
腐食を防ぎ、また、厳しい直射日光による屋根や壁の腐食を防止し、水漏れ等から守り、
合わせて優れた密着性により、耐久性の向上をもたらします。

水道用塗料として日本水道協会規格等の水質試験に合格いたします。更に優れた防
食性、耐久性および塗装作業性を有し、上水道用鋼構造物の防食塗料として、昭和
40年代より、多数の実績を誇り、「水道のNBコート」としてトップシェアーを維持して
います。

優れた塗料で未来を支えるネットワーク。
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施工後 施工前

経
年
後

石油・プラント水　道 電　力 建　築
buildingelectrtic

power
plantwater service

当社品

6年経過
他社品

NBコートの性能の効果は
一目瞭然です

橋梁・港湾
harbors

あらゆる条件の下で、安定した錆への強さを実証しています。

 「10年、20年後も揺るがない自信」
建物の内、外に関わらず、また腐食の状態にも関係なく、効果を発揮。
あらゆる陸上の鋼構造物を守り、保護し続けています。
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優れた塗料で未来を支えるネットワーク。

分野 塗料名 特長塗料種類 荷姿用途

標準仕様（刷毛･ローラー）

■遮熱塗料『ＳＣ』塗装仕様

あらゆる場所に対応できる豊富なラインナップと確かな品質。
鋼構造物の錆防止対策を効率よく。

錆に強い塗料、NBコート［陸上用］シリーズのラインナップ。

「ますます適材適所を追求」

工程

商品名

分類

標準塗布量

塗回数

色相

荷姿

下塗り

NBコート SC防食遮熱下塗

特殊変性エポキシ樹脂塗料

185g/m2

1回

グレー

20kgセット（主剤/硬化剤）

中塗り

NBコート SC防食遮熱中塗

変性エポキシ樹脂系遮熱塗料

190g/m2

1回

白

20kgセット（主剤/硬化剤）

上塗り

NBコート SCシリコン遮熱上塗

シリコン樹脂系遮熱塗料

170ｇ/m2

1回

各色

15kgセット（主剤/硬化剤）

工程

商品名

分類

標準塗布量

塗回数

色相

荷姿

下塗り

NBコート SC防食遮熱下塗（厚膜型）

特殊変性エポキシ樹脂塗料（厚膜型）

370g/m2

1回

白

20kgセット（主剤/硬化剤）

上塗り

NBコート SCシリコン遮熱上塗

シリコン樹脂系遮熱塗料

170ｇ/m2

1回

各色

15kgセット（主剤/硬化剤）

中塗り省略仕様（刷毛･ローラー）

鋼構造物
（下塗）

高耐食性、低ケレン対応、低温硬化性  JIS K 5551 C種１号

高耐食性、低ケレン対応、刷毛厚塗り性、低温硬化性 JIS K 5551 C種１号、２号

高耐食性、低ケレン対応、刷毛超厚塗り性、低温硬化性 

高耐食性、厚塗り性

高耐食性、刷毛厚塗り性 JIS K 5551　C種1号

飛散防止、高耐食性、低ケレン対応、刷毛厚塗り性、低化性 JIS K 5551 C種１号、２号

飛散防止、高耐食性、低ケレン対応、刷毛超厚塗り性、低温硬化性

内部応力低減タイプ

JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント１種

耐候性上塗塗料

耐候性塗料中塗（エポキシ樹脂塗料） JIS K 5659 中塗り塗料

耐候性上塗塗料 JIS K 5659 上塗り塗料３級

耐候性上塗塗料、厚塗型（dry60μm）

耐候性塗料中塗（エポキシ樹脂塗料） JIS K 5659 中塗り塗料

超耐候性上塗塗料 JIS K 5659 上塗り塗料1級

日本水道協会（JWWA K-135）認証品「資管A-1」

日本水道協会（JWWA K-157）認証品「資管B-1」（長寿命形対応）

日本水道協会（JWWA K-157）認証品「資管B-1」（長寿命形対応）

日本水道協会（JWWA K-157）認証品「資管B-1」

JWWA K-151 適合品、JIS G 3443-3 適合品（長寿命形対応）

JIS G 3443-4 適合品

高耐食性、耐水性、耐海水性、低温硬化性、厚塗り性

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

15kg缶（一液型）

16kg缶（一液型）

18kgセット（主剤/硬化剤）

18kgセット（主剤/硬化剤）

18kgセット（主剤/硬化剤）

18kgセット（主剤/硬化剤）

16kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

60kgセット（主剤/硬化剤）

4kgセット（主剤/硬化剤）

5kgセット（主剤/硬化剤）

主剤20kg/缶　硬化剤20kg/缶

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

上水用

農工水用

鋼構造物
（中・上塗）

建築鉄骨（居室内を含む）
鋼構造物一般
大気暴露部

鉄塔

海洋鋼構造物、海水導入管

水道鋼管内面
上水設備

（鋼製排水池等）

水道鋼管外面

農業・工業用水鋼管内外面
鋼構造物水没部及び埋設部
水圧鉄管

特殊変性エポキシ樹脂塗料

微溶剤型変性エポキシ樹脂塗料

合成樹脂調合ペイント

塩化ゴム系塗料上塗

ポリウレタン樹脂塗料用中塗

ポリウレタン樹脂塗料上塗

ポリウレタン樹脂塗料上塗

ふっ素樹脂塗料中塗

ふっ素樹脂塗料上塗

液状エポキシ樹脂塗料

無溶剤型エポキシ樹脂塗料（ニ液ホットエアレス塗装タイプ）

無溶剤型エポキシ樹脂塗料（コテ塗りタイプ）

無溶剤型エポキシ樹脂塗料（刷毛・ローラー塗りタイプ）

超速硬化型ポリウレタン樹脂塗料（無溶剤）

非特定物質型タールエポキシ樹脂塗料

特殊変性エポキシ樹脂塗料（没水部）

NBコート　3000GWエコ

NBコート　スーパー3000GW

NBコート　スーパー3000GW-HB

NBコート　3300GS

NBコート　スーパー3300GS

NBコート　3000GWT

NBコート　3000GWT-HB

NBコート　EP4000

NBコート　FE-503フォースター

NBコート　CR-503

NBコート　UP-502中塗

NBコート　UP-503上塗

NBコート　UP-503H

NBコート　フロン＃100H中塗

NBコート　フロン＃100H上塗

NBコート　AQ-62　標準型/低温型（速乾）

NBコート　NSW-1500

NBコート　FD-5000

NBコート　FD-6000

NBコート　エラスト♯92

NBコート　アロマエースJIS標準型/速乾型

NBコート　ニューアロマエースHS 標準型/速乾型

 一般建築物（居室内を含む）
【FE-503フォースター,
  UP-503上塗】
 鋼構造物一般
 大気暴露部

下塗りから上塗りまでの弱溶剤型仕様もございます。塗装環境・条件等ご連絡いただければ最適な塗装仕様をご提供いたします。
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170ｇ/m2

1回

各色

15kgセット（主剤/硬化剤）

工程

商品名

分類

標準塗布量

塗回数

色相

荷姿

下塗り

NBコート SC防食遮熱下塗（厚膜型）

特殊変性エポキシ樹脂塗料（厚膜型）

370g/m2

1回

白

20kgセット（主剤/硬化剤）

上塗り

NBコート SCシリコン遮熱上塗

シリコン樹脂系遮熱塗料

170ｇ/m2

1回

各色

15kgセット（主剤/硬化剤）

中塗り省略仕様（刷毛･ローラー）

鋼構造物
（下塗）

高耐食性、低ケレン対応、低温硬化性  JIS K 5551 C種１号

高耐食性、低ケレン対応、刷毛厚塗り性、低温硬化性 JIS K 5551 C種１号、２号

高耐食性、低ケレン対応、刷毛超厚塗り性、低温硬化性 

高耐食性、厚塗り性

高耐食性、刷毛厚塗り性 JIS K 5551　C種1号

飛散防止、高耐食性、低ケレン対応、刷毛厚塗り性、低化性 JIS K 5551 C種１号、２号

飛散防止、高耐食性、低ケレン対応、刷毛超厚塗り性、低温硬化性

内部応力低減タイプ

JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント１種

耐候性上塗塗料

耐候性塗料中塗（エポキシ樹脂塗料） JIS K 5659 中塗り塗料

耐候性上塗塗料 JIS K 5659 上塗り塗料３級

耐候性上塗塗料、厚塗型（dry60μm）

耐候性塗料中塗（エポキシ樹脂塗料） JIS K 5659 中塗り塗料

超耐候性上塗塗料 JIS K 5659 上塗り塗料1級

日本水道協会（JWWA K-135）認証品「資管A-1」

日本水道協会（JWWA K-157）認証品「資管B-1」（長寿命形対応）

日本水道協会（JWWA K-157）認証品「資管B-1」（長寿命形対応）

日本水道協会（JWWA K-157）認証品「資管B-1」

JWWA K-151 適合品、JIS G 3443-3 適合品（長寿命形対応）

JIS G 3443-4 適合品

高耐食性、耐水性、耐海水性、低温硬化性、厚塗り性

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

15kg缶（一液型）

16kg缶（一液型）

18kgセット（主剤/硬化剤）

18kgセット（主剤/硬化剤）

18kgセット（主剤/硬化剤）

18kgセット（主剤/硬化剤）

16kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

60kgセット（主剤/硬化剤）

4kgセット（主剤/硬化剤）

5kgセット（主剤/硬化剤）

主剤20kg/缶　硬化剤20kg/缶

20kgセット（主剤/硬化剤）

20kgセット（主剤/硬化剤）

上水用

農工水用

鋼構造物
（中・上塗）

建築鉄骨（居室内を含む）
鋼構造物一般
大気暴露部

鉄塔

海洋鋼構造物、海水導入管

水道鋼管内面
上水設備

（鋼製排水池等）

水道鋼管外面

農業・工業用水鋼管内外面
鋼構造物水没部及び埋設部
水圧鉄管

特殊変性エポキシ樹脂塗料

微溶剤型変性エポキシ樹脂塗料

合成樹脂調合ペイント

塩化ゴム系塗料上塗

ポリウレタン樹脂塗料用中塗

ポリウレタン樹脂塗料上塗

ポリウレタン樹脂塗料上塗

ふっ素樹脂塗料中塗

ふっ素樹脂塗料上塗

液状エポキシ樹脂塗料

無溶剤型エポキシ樹脂塗料（ニ液ホットエアレス塗装タイプ）

無溶剤型エポキシ樹脂塗料（コテ塗りタイプ）

無溶剤型エポキシ樹脂塗料（刷毛・ローラー塗りタイプ）

超速硬化型ポリウレタン樹脂塗料（無溶剤）

非特定物質型タールエポキシ樹脂塗料

特殊変性エポキシ樹脂塗料（没水部）

NBコート　3000GWエコ

NBコート　スーパー3000GW

NBコート　スーパー3000GW-HB

NBコート　3300GS

NBコート　スーパー3300GS

NBコート　3000GWT

NBコート　3000GWT-HB

NBコート　EP4000

NBコート　FE-503フォースター

NBコート　CR-503

NBコート　UP-502中塗

NBコート　UP-503上塗

NBコート　UP-503H

NBコート　フロン＃100H中塗

NBコート　フロン＃100H上塗

NBコート　AQ-62　標準型/低温型（速乾）

NBコート　NSW-1500

NBコート　FD-5000

NBコート　FD-6000

NBコート　エラスト♯92

NBコート　アロマエースJIS標準型/速乾型

NBコート　ニューアロマエースHS 標準型/速乾型

 一般建築物（居室内を含む）
【FE-503フォースター,
  UP-503上塗】
 鋼構造物一般
 大気暴露部

下塗りから上塗りまでの弱溶剤型仕様もございます。塗装環境・条件等ご連絡いただければ最適な塗装仕様をご提供いたします。



NBコートと［特殊変性エポキシ樹脂塗料］と従来品との違い

塗り重ねや上塗りが比較的容易にでき、しかも長期間優れた
防食性能を発揮するため、トータルコストの軽減に貢献します。低コスト

密着性
特殊オリゴマーと特殊エポキ
シ樹脂とのハイブリッド化に
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。

防食性
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。

応力緩和性
化学的に安定した特殊オリゴ
マーは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。

新設 メンテナンス 作業性

ボイド発生 錆固定化

ボイド

鋼面（鉄錆地） 錆面

塗膜

鋼面 錆面

塗膜■従来品 ■当社NBコート

ボイド部なし。錆固定化

■内部応力が小さい
■環境遮断性が高い

■腐食の広がりを小さくし、長期に亘り鋼材を保護できる

バイメタル法による内部応力の測定
バイメタル法：銅板に塗布し、塗膜による銅板
のたわみから内部応力を算出する方法です。

■傷、ピンホールによるボイド部発生の進行具合

NBコート［特殊変性エポキシ樹脂塗料］の特性

錆鋼板 60μm×2回 錆鋼板 60μm×2回 ブラスト鋼板 60μm×2回 ブラスト鋼板 30μm×4回

従来品A（変性エポキシ）

■素地と塗膜の密着状況

錆鋼板見本 NBコート 従来品B（変性エポキシ） 従来品C（錆止め塗料）

全面剥離 カット部からの欠落の進行なし カット部塗膜浮き カット部ブリスター多数・浮き

特殊オリゴマーの説明

防食性

応力緩和性

密着性

サイクルコロージョンテスト  Cycle Corrosion Test

200サイクル
東京7.7年暴露相当

沖縄海岸2.8年暴露相当（ ）
人口海水3％噴霧
60℃ dry
50℃ Wet (95%RH)

2Hr.
4Hr.
2Hr.

当社試験内容

1サイクル

通常のエポキシ樹脂塗料

当社変性エポキシ樹脂塗料

7 8

優れた塗料で未来を支えるネットワーク。

•独自に開発した特殊架橋性樹脂と特殊芳香族オリゴマーの組み合わせにより、タール
系塗料と同等の性能を実現。

•従来塗料に比べ、水分透過率は1/2、内部応力は1/6、酸素透過率は1/2。これからの重
防食塗料にふさわしい進化を遂げた究極の塗料です。

時代の要請に応え進化し続けるテクノロジー

 NBコート［特殊変性エポキシ樹脂塗料］

NBコートと［特殊変性エポキシ樹脂塗料］と従来品との違い

塗り重ねや上塗りが比較的容易にでき、しかも長期間優れた
防食性能を発揮するため、トータルコストの軽減に貢献します。低コスト

密着性
特殊オリゴマーと特殊エポキ
シ樹脂とのハイブリッド化に
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。

防食性
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。

応力緩和性
化学的に安定した特殊オリゴ
マーは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。

新設 メンテナンス 作業性

ボイド発生 錆固定化

ボイド

鋼面（鉄錆地） 錆面

塗膜

鋼面 錆面

塗膜■従来品 ■当社NBコート

ボイド部なし。錆固定化

■内部応力が小さい
■環境遮断性が高い

■腐食の広がりを小さくし、長期に亘り鋼材を保護できる

バイメタル法による内部応力の測定
バイメタル法：銅板に塗布し、塗膜による銅板
のたわみから内部応力を算出する方法です。

■傷、ピンホールによるボイド部発生の進行具合

NBコート［特殊変性エポキシ樹脂塗料］の特性

錆鋼板 60μm×2回 錆鋼板 60μm×2回 ブラスト鋼板 60μm×2回 ブラスト鋼板 30μm×4回

従来品A（変性エポキシ）

■素地と塗膜の密着状況

錆鋼板見本 NBコート 従来品B（変性エポキシ） 従来品C（錆止め塗料）

全面剥離 カット部からの欠落の進行なし カット部塗膜浮き カット部ブリスター多数・浮き

特殊オリゴマーの説明

防食性

応力緩和性

密着性

サイクルコロージョンテスト  Cycle Corrosion Test

200サイクル
東京7.7年暴露相当

沖縄海岸2.8年暴露相当（ ）
人口海水3％噴霧
60℃ dry
50℃ Wet (95%RH)

2Hr.
4Hr.
2Hr.

当社試験内容

1サイクル

通常のエポキシ樹脂塗料

当社変性エポキシ樹脂塗料

7 8

優れた塗料で未来を支えるネットワーク。

•独自に開発した特殊架橋性樹脂と特殊芳香族オリゴマーの組み合わせにより、タール
系塗料と同等の性能を実現。

•従来塗料に比べ、水分透過率は1/2、内部応力は1/6、酸素透過率は1/2。これからの重
防食塗料にふさわしい進化を遂げた究極の塗料です。

時代の要請に応え進化し続けるテクノロジー

 NBコート［特殊変性エポキシ樹脂塗料］



工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の動力工具、手工具により浮錆および脆弱な旧塗膜を除去し、
活膜は全面目粗しを行なう。（3種ケレン以上、ISO St-2以上）

ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の動力工具、手工具により浮錆および脆弱な旧塗膜を除去し、
活膜は全面目粗しを行なう。（3種ケレン以上、ISO St-2以上）

特殊変性エポキシ樹脂塗料

サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラストなどのブラスト法による1種ケレン（ISO Sa2 1/2以上）

サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラストなどのブラスト法による1種ケレン（ISO Sa2 1/2以上）

24時間以上7日以内

塗替え塗装のVE塗装仕様（スーパー3000GW+ポリウレタン系） 塗装方法：刷毛

（備考：スプレー塗装の場合は3-4工程が一回で可能）

（*刷毛塗りの場合は60μm×2回塗り）

（*刷毛塗りの場合は60μm×2回塗り）

塗替え塗装の標準塗装仕様（3000GWエコ+中塗り+ポリウレタン系）

新設塗装のVE塗装仕様（3000GWエコ+ポリウレタン系）

塗装方法：エアレススプレーまたは刷毛新設塗装の標準塗装仕様（3000GWエコ+中塗り+ポリウレタン系）

塗装方法：刷毛

塗装方法：エアレススプレーまたは刷毛

素地調整

工　場

下塗り

中塗り

上塗り

①

②

③

④

⑤

素地調整

工　場

下塗り

上塗り

①

素地調整①

②

③

④

タッチアップ

下塗り1

下塗り2

②

③

④

⑤ 中塗り

上塗り⑥

（無機ジンクリッチプライマー）

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料用中塗り

ポリウレタン樹脂塗料上塗り

（NBジンクプライマー 2000NR）

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

NBコート UP-502中塗

NBコート UP-503上塗

24時間以上6ヶ月以内

24時間以上7日以内

（20μm）

120μm*

30μm

30μm

（無機ジンクリッチプライマー）

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料上塗り（厚塗型）

（NBジンクプライマー 2000NR）

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

NBコート UP-503上塗/UP-503H

（20μm）

120μm*

30・60μm

24時間以上6ヶ月以内

24時間以上7日以内

特殊変性エポキシ樹脂塗料

特殊変性エポキシ樹脂塗料

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料用中塗り

ポリウレタン樹脂塗料上塗り

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

NBコート UP-502中塗

NBコート UP-503上塗

ー

60μm

60μm

30μm

30μm

10時間以上14日以内

10時間以上14日以内

24時間以上7日以内

24時間以上7日以内

素地調整①

タッチアップ

下塗り

上塗り

②

③

④

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料上塗り（厚塗型）

NBコート スーパー3000GW

NBコート スーパー3000GW

NBコート UP-503上塗/UP-503H

ー

120μm

30・60μm

10時間以上14日以内

24時間以上7日以内

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の動力工具、手工具により完全に付着している黒皮(塗膜）は残すが錆および
異物は除去する。（2種ケレン以上、ＩＳＯ Ｓｔ-3以上）

（*刷毛塗りの場合は60μm×2回塗り）

塗装方法：エアレススプレーまたは刷毛新設内部鉄骨のＶＥ塗装仕様（3000GWエコ）

素地調整

塗　装

①

② 特殊変性エポキシ樹脂塗料 ＮＢコート 3000ＧＷエコ 90～120μm

優れた塗料で未来を支えるネットワーク。

環境へのやさしさを配慮した機能と効果を発揮。

 「地球に優しく、自然に強い」
NBコートシリーズの環境対応はあらゆる場面で効果を発揮します。

（新設塗装、塗替え塗装）

鋼構造物の塗装仕様例
新設塗装も塗替え塗装も作業性の良さを追求し、美しい着色仕上げにも対応します。

1 グリーン購入法対応塗料（非鉛・クロム系重防食下塗塗料）
建築物鉄骨塗装（居室内を含む）

2 無溶剤型エポキシ樹脂塗料
VOC対策（閉所でも塗装可能）

3 太陽熱遮熱塗料「NBコート SC仕様」
室内温度上昇低減（エネルギーロス低減）

①鉄骨塗装

②管内塗装

③建屋屋根塗装

9 10

【居室内鉄骨,壁等のホルムアルデヒド拡散等級区分表示 F☆☆☆☆対応】

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の動力工具、手工具により浮錆および脆弱な旧塗膜を除去し、
活膜は全面目粗しを行なう。（3種ケレン以上、ISO St-2以上）

ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の動力工具、手工具により浮錆および脆弱な旧塗膜を除去し、
活膜は全面目粗しを行なう。（3種ケレン以上、ISO St-2以上）

特殊変性エポキシ樹脂塗料

サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラストなどのブラスト法による1種ケレン（ISO Sa2 1/2以上）

サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラストなどのブラスト法による1種ケレン（ISO Sa2 1/2以上）

24時間以上7日以内

塗替え塗装のVE塗装仕様（スーパー3000GW+ポリウレタン系） 塗装方法：刷毛

（備考：スプレー塗装の場合は3-4工程が一回で可能）

（*刷毛塗りの場合は60μm×2回塗り）

（*刷毛塗りの場合は60μm×2回塗り）

塗替え塗装の標準塗装仕様（3000GWエコ+中塗り+ポリウレタン系）

新設塗装のVE塗装仕様（3000GWエコ+ポリウレタン系）

塗装方法：エアレススプレーまたは刷毛新設塗装の標準塗装仕様（3000GWエコ+中塗り+ポリウレタン系）

塗装方法：刷毛

塗装方法：エアレススプレーまたは刷毛

素地調整

工　場

下塗り

中塗り

上塗り

①

②

③

④

⑤

素地調整

工　場

下塗り

上塗り

①

素地調整①

②

③

④

タッチアップ

下塗り1

下塗り2

②

③

④

⑤ 中塗り

上塗り⑥

（無機ジンクリッチプライマー）

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料用中塗り

ポリウレタン樹脂塗料上塗り

（NBジンクプライマー 2000NR）

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

NBコート UP-502中塗

NBコート UP-503上塗

24時間以上6ヶ月以内

24時間以上7日以内

（20μm）

120μm*

30μm

30μm

（無機ジンクリッチプライマー）

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料上塗り（厚塗型）

（NBジンクプライマー 2000NR）

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

NBコート UP-503上塗/UP-503H

（20μm）

120μm*

30・60μm

24時間以上6ヶ月以内

24時間以上7日以内

特殊変性エポキシ樹脂塗料

特殊変性エポキシ樹脂塗料

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料用中塗り

ポリウレタン樹脂塗料上塗り

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

ＮＢコート 3000ＧＷエコ

NBコート UP-502中塗

NBコート UP-503上塗

ー

60μm

60μm

30μm

30μm

10時間以上14日以内

10時間以上14日以内

24時間以上7日以内

24時間以上7日以内

素地調整①

タッチアップ

下塗り

上塗り

②

③

④

特殊変性エポキシ樹脂塗料

ポリウレタン樹脂塗料上塗り（厚塗型）

NBコート スーパー3000GW

NBコート スーパー3000GW

NBコート UP-503上塗/UP-503H

ー

120μm

30・60μm

10時間以上14日以内

24時間以上7日以内

工　程 塗料種類 膜　厚 塗装間隔 （20℃）塗料名

ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の動力工具、手工具により完全に付着している黒皮(塗膜）は残すが錆および
異物は除去する。（2種ケレン以上、ＩＳＯ Ｓｔ-3以上）

（*刷毛塗りの場合は60μm×2回塗り）

塗装方法：エアレススプレーまたは刷毛新設内部鉄骨のＶＥ塗装仕様（3000GWエコ）

素地調整

塗　装

①

② 特殊変性エポキシ樹脂塗料 ＮＢコート 3000ＧＷエコ 90～120μm

優れた塗料で未来を支えるネットワーク。

環境へのやさしさを配慮した機能と効果を発揮。

 「地球に優しく、自然に強い」
NBコートシリーズの環境対応はあらゆる場面で効果を発揮します。

（新設塗装、塗替え塗装）

鋼構造物の塗装仕様例
新設塗装も塗替え塗装も作業性の良さを追求し、美しい着色仕上げにも対応します。

1 グリーン購入法対応塗料（非鉛・クロム系重防食下塗塗料）
建築物鉄骨塗装（居室内を含む）

2 無溶剤型エポキシ樹脂塗料
VOC対策（閉所でも塗装可能）

3 太陽熱遮熱塗料「NBコート SC仕様」
室内温度上昇低減（エネルギーロス低減）

①鉄骨塗装

②管内塗装

③建屋屋根塗装

9 10

【居室内鉄骨,壁等のホルムアルデヒド拡散等級区分表示 F☆☆☆☆対応】


