
クラックや欠損補修、アスファルト塗装が自分達で！

クラック・大きな穴・欠損箇所を補修
シリーズGOANZEN

■面倒な工程を省き、工期短縮。大幅コスト削減。

■クラック、欠損箇所の深部から固めて補強。

【フィラー断面図】

【GOANZENフィラー  シリーズ】が浸透し
クラック・欠損箇所を内部から補強。
頑強な床を長期間形成。
美観が気になる場合は「床塗料シリーズ」を
上塗として使用することでさらに美しい床に。

深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。
大きく空いた穴でも隙間なく塞ぎ補修。
その強度は、ハンマーで叩いても割れない程。

深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。
大きく空いた穴でも隙間なく塞ぎ補修。
その強度は、ハンマーで叩いても割れない程。

GOANZENフィラー シリーズGOANZENフィラー シリーズ

①掃除
10分

②GOANZENフィラー
20分

③乾燥

※施工の一例です。現場の状況によって作業時間は異なります。
※「GOANZENフィラーザラザラ」は硬化促進剤を使用、不使用で乾燥時間は大幅に変わります。
※「GOANZENフィラーザラザラ」の上に「床塗料シリーズ」を塗装する際は、12時間以上経過してから塗装してください。
※「GOANZENフィラーザラザラ」を重ね塗りする際は、12時間以上経過してから塗装してください。

（ザラザラ：約 3～12時間）
（なめらか：約 30分）

使 用 用 途 ： コンクリートアスファルト等に入った
  広範囲のクラック、割損箇所の補修に。
歩行可能時間 ： 促進剤入り：約 3時間 / 促進剤無し：約 12時間（常温時（20℃））
   ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。
  ※上塗りをする場合は、12 時間以上経過してから塗装する。

混 合 比 率 ： 主剤：硬化剤：P剤：専用促進剤 /1：1：5：0.05（重量比）
  主剤：硬化剤：P剤 /1：1：5（重量比）
カラー ： コンクリ色（日塗工番号：N-70）・アスファルト色（日塗工番号：N-40）・アイボリー
   ※日塗工番号は近似色です。  ※アイボリーは黄変が起きやすい為ご注意ください。

深いクラックも 大きくあいた穴でも
　　　　　　　　　ガッチリ固めて補強！

※画像は1.4ｋｇセットです。

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。　※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

GOANZEN フィラーザラザラ 1×1×1cm/約2ｇ7kgセット
品　　名 容　量 塗布量目安

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 5kg

1×1×1cm/約2ｇ1.4kg
主剤・硬化剤 各200ｇ/P剤 1kg

専用促進剤 100ｇ※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。

CS＝1セット

ケース入数

CS＝1セット

CS＝1本

■GOANZEN フィラー ザラザラ

BeforeBefore AfterAfter

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。
※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。 ※アスファルトの凹凸が激しい場合は150g以上になる場合があります。

GOANZEN ホワイト １ｍ×0.15ｍ/100ｇ4kgセット
品　　名 容　量 塗布量目安

主剤・硬化剤 各1kg/P剤 1kg×2袋

GOANZEN イエロー １ｍ×0.15ｍ/100ｇ4kgセット
主剤・硬化剤 各1kg/P剤 1kg×2袋

CS＝1セット

ケース入数

CS＝1セット

今まで不可能だった  アスファルトの塗装が

アスファルトに直接塗装
　　くっきりしたラインを長期間維持！

※画像はGOANZEN ホワイトです。
※P剤は1kg×2袋

使 用 用 途 ： コンクリートアスファルト等に入ったクラック、割損箇所の補修に。
  店舗など美観を重視する床の補修に。
歩行可能時間 ： 約 3 時間（常温時（20℃） ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。）
  上塗りまでの乾燥時間は約 0.5 時間
混 合 比 率 ： 主剤：硬化剤 /1：1（重量比）
カラー ： コンクリ色（日塗工番号：N-70）・アスファルト色（日塗工番号：N-40）・アイボリー
   ※日塗工番号は近似色です。  ※アイボリーは黄変が起きやすい為ご注意ください。

使 用 用 途 ： 工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト
  コンクリート面の区画線引き
歩行可能時間 ： 約 8 時間（常温時（20℃） ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。）
混 合 比 率 ： 主剤：硬化剤：P剤 /1：1：2（重量比）

細かなクラックでも
　　　深部まで浸透して強力密着！

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。　※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

GOANZEN フィラーなめらか 1×1×1cm/約2ｇ1kgセット
品　　名 容　量 塗布量目安

主剤・硬化剤 各500ｇ CS＝1セット

ケース入数
■GOANZEN フィラー なめらか

2017.11

※クラック補修※クラック補修 ※床塗料を塗装※床塗料を塗装

AfterAfterBeforeBefore

■面倒な工程を省きプライマーレスの１回塗り。
　専用の機械の必要もなく大幅コスト削減。

■アスファルトの表面だけでなく内部まで浸透し密着。

従来の面倒な下処理は不要です。
アスファルト表面を掃除して
直接塗るだけで完了します。

アスファルトには細かい凹凸があります。表面だけ塗装しても
すぐにアスファルトごと削れてしまいます。
【GOANZEN ホワイト/GOANZEＮ イエロー】は、アスファルトの内部まで
しっかり入り込み密着。長期間剥がれません。

アスファルト

GOANZENイエローまたはホワイト
アスファルト

GOANZENホワイトまたはイエロー

BeforeBefore

AfterAfter

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。 

〒306-0313  茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地
TEL.0280-80-0005㈹  FAX.0280-80-0006㈹
E-mail:support@somayq.com　http://www.somayq.com

【製造元】 【販売元】

全3色（コンクリ色・アスファルト色・アイボリー）

GOANZEN フィラーザラザラ
全1色（アイボリー）

コンクリ色・アスファルト色・アイボリー

アスファルトへのライン引きに  GOANZENホワイト/イエロー

広範囲のクラック・欠損補修に  GOANZENフィラー ザラザラ

細かなクラックや欠損補修に  GOANZENフィラーなめらか

下塗り、プライマーは必要なし！
誰にでも簡単に塗れて、低コスト！
タイヤ痕も付きにくく、メンテナンスも簡単！
さらに、
不可能とあきらめていた油まみれの床でも、長期間密着！！

床塗料シリーズ

きれいにしたい 、でも・・・床

困っていたコンクリート床が・・・          　
簡単にキレイに

― 本当に？

塗ってもすぐに剥がれてしまう・・・
油があったら塗れないし・・・

プロに頼むとコストが・・・



状況に応じた豊富なラインナップPOINT4

何故  染めＱの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

油の浸透した床でも塗れるPOINT3
乾いたコンクリート、旧塗膜の上からの塗装はもちろん、塗装が不可能と言われてきた【油床】でも簡単に塗装できます。
独自の技術で開発した【床塗料シリーズ】は、油を抑え込むのではなく、馴染ませ、吸収する事で床に密着させます。
※油溜り、こびり付いて固まった油がある場合は、塗装する前に必ず除去してください。

BeforeBefore AfterAfter

油の上から
　直接塗れる

！油の上から
　直接塗れる

！

驚異の密着力で長期間キレイな床が続くPOINT1
独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着して長期間剥がれません。
塗替えの回数がグッと減りコストの大幅削減に。また、タイヤ痕等の汚れも付きにくく汚れ防止に。

油の染み込んだコンクリートにそれぞれ塗布し乾燥後、
ドライバーで削ってみました。
他社製品は力を入れなくても削れたのに対し【染めＱ】の
床塗料はしっかり密着しています。

他社製品他社製品

コンクリートに塗装し、強い力で引っ張り実験をしました。
首都高速では、2N/ｍ㎡の強度で合格ですが、強度実験
をした結果、4N/ｍ㎡で塗料は剥がれずに、コンクリー
ト母材が破壊されました。

■引っ張り実験 ■密着試験

プライマーレスで直接塗れるPOINT2

■工程図■工程図

■工程表■工程表

①下地調整 ②プライマー ③下塗り ④上塗りこれまでの
塗料

①清掃 ②上塗り

【他社】

コンクリート

プライマー 
下塗り 

上塗り

掃除して
そのまま塗るだけ
掃除して
そのまま塗るだけ

面倒な下処理いらず、一度塗りでOK！

油まみれのコンクリート床にも密着

プロによる施工もPOINT6
塗る時間が取れない、きれいに塗れない等、セルフメンテナンスで行うのが難しい場合には、
様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もございます。

■受注の流れ

まずは、お電話で
お問い合わせください。

お見積り、施工日程を提出し
本施工にはいります。

スタッフが現場の状況をお電話で確認。
状況に応じて現場調査を行います。

状況に応じた豊富なラインナップPOINT4

コンクリート

床塗料シリーズ

※カラーコンクリート等の一部の床材や表面をコーティング処理されている場合は、下処理が必要になります。
※基本は 1回塗りですが吸い込みの強い場合は 2回塗りの必要があります。その際は、1回目は強く押し付けるように塗ってください。

状況に応じた豊富なラインナップPOINT4

※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。　※床の状態によっては、色やツヤ等仕上がりが異なる事があります。
※グリーン以外は全て受注生産品です。　※受注生産品は納品までお時間をいただいております。　※高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには】のみです。
※調色品は、同色で10セット以上からの発注です。　※1kgセットのカラーはグリーンのみです。

グリーン ライト
グリーン グレー ライト

グレー スカイブルー

42-50L 39-60L N-60 N-75 69-50T

オレンジ

12-50V

イエロー

19-75X

アイボリー

22-80H

ブラウン

09-40L

ホワイト

N-95

高耐候
ホワイト

調色対応
日塗工
色番号で
指定

N-95

劣化したコンクリートの下処理にPOINT5

劣化したコンクリートを補強！ 吸い込み防止も！
「浸トウプライマー C」は、表面が劣化し脆くなってしまったコンクリートに浸透し固めて補強。
また、表面が固まり膜を作ることで吸い込み防止にも。

適 応 範 囲 ： 乾いたコンクリート床
  旧塗膜（コンクリートに密着している状態）
上塗可能時間 ： 30分（常温時（20℃） ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。）
混 合 比 率 ： 1：1（重量比）

状況に応じた豊富なラインナップPOINT4

色見本

名　称

日塗工色番号

■カラー

※

※10セット以上の
　発注単位です。

※イメージ

※近似色

適 応 範 囲 ： 乾いたコンクリート床
  旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
混 合 比 率 ： 1：1（重量比）
可 使 時 間 ： 常温（20℃）で約1時間
  ※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。
歩行可能時間 ： 8 時間　※高耐候ホワイトは 16時間
  ※気温20℃・湿度 60％の環境下での目安
  ※気温など条件によって乾燥時間が異なる事があります。

※こびり付いた油（油泥など）がある場合はお問い合わせください。
※工業油以外の油をご使用の際はお問い合わせください・

適 応 範 囲 ： 油の付着したコンクリート床
  乾いたコンクリート床
  旧塗膜（コンクリートにしっかり密着している状態）
混 合 比 率 ： 1：1（重量比）
可 使 時 間 ： 常温（20℃）で約 1時間
  ※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。
歩行可能時間 ： 6 時間
  ※気温 20℃・湿度 60％の環境下での目安
  ※気温など条件によって乾燥時間が異なる事があります。

床塗料シリーズ　密着！！ 油まみれでも 約30～35㎡10kg
全10色

品　　名 容　量 塗布面積

主剤・硬化剤 各5kg

床塗料シリーズ　密着！！ 油まみれでも 約3～4㎡1kg
グリーンのみ 主剤・硬化剤 各0.5kg

床塗料シリーズ　密着！！ 油まみれでも 約30～35㎡10kg

3.7L
調色品 ※同色10セット以上の発注単位です 主剤・硬化剤 各5kg

CS＝1セット

ケース入数

CS＝3セット

CS＝4セット

CS＝10セット

EPレデューサー
以上

※塗布面積は1回塗りの際の目安です。床の状態、作業方法、塗装ロス等によって異なります。
※レデューサーは、主剤・硬化剤を混合した重量に対し5％を限度にご使用ください。

乾いたコンクリートに 床塗料シリーズ 密着！！ コンクリには

油の浸透した床に  床塗料シリーズ 密着！！ 油まみれでも

床塗料シリーズ　密着！！ コンクリには 約30～35㎡10kg
全11色

品　　名 容　量 塗布面積

主剤・硬化剤 各5kg

床塗料シリーズ　密着！！ コンクリには 約3～4㎡1kg
グリーンのみ 主剤・硬化剤 各0.5kg

床塗料シリーズ　密着！！ コンクリには 約30～35㎡10kg

3.7L
調色品 ※同色10セット以上の発注単位です 主剤・硬化剤 各5kg

CS＝1セット

ケース入数

CS＝3セット

CS＝4セット

CS＝10セット

EPレデューサー
以上

※塗布面積は1回塗りの際の目安です。床の状態、作業方法、塗装ロス等によって異なります。
※レデューサーは、主剤・硬化剤を混合した重量に対し5％を限度にご使用ください。

劣化したコンクリートに  浸トウプライマーC

※塗布面積は、床の状態、作業方法、塗装ロス等によって異なります。

浸トウプライマーC 約74～92㎡7.4L
クリヤー

品　　名 容　量 塗布面積

主剤・硬化剤 各3.7L CS＝1セット

ケース入数

面倒な下処理もいらず、一度塗りで耐薬品性、強靭性、耐熱性（149℃）に優れた、驚くほど強力な
塗膜を形成します。低臭、完全乾燥まで最短約８時間と早く作業性も抜群です。

独自のナノ密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥が
れてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。

施工の際に一番コストが掛かるのは【人件費】です。
従来の工法では手間ばかり掛かるうえに、プロにしか施工
ができませんでした。
染めＱの「床塗料シリーズ」は【誰にでもできる】をコンセプ
トに開発。面倒な工程を省き、且つ低コストでの床塗装が
可能になりました。


