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下塗材
① ② 一般名称 品名 品名

Ｇ－１
アクリル樹脂系
単層弾性仕上塗材

ビューレ （ローラー用）
ビューレつや消し （ローラー用）
ビューレ半つや （ローラー用）
ビューレタイル （吹付用）

Ｇ－２
シリコン樹脂系
単層弾性仕上塗材

セラビューレ （ローラー用）
セラビューレつや消し （ローラー用）
セラビューレ半つや （ローラー用）
セラビューレタイル （吹付用）

Ｇ－Ｔ１
１液形水系
アクリル樹脂塗料

エコＥＭアクリル
エコＥＭアクリルＢＩＯ

Ｇ－３
１液形水系
ポリウレタン樹脂塗料

ウォールバリア水性Ｕ
水性ウレタンユニ
エコウレタン
エコウレタンＢＩＯ

Ｇ－Ｔ３
１液形水系
シリコン樹脂塗料

ウォールバリア水性Ｓｉ
ウォールバリア水性ＢＩＯ
ウォールバリア水性シリコンＨＢ※
ウォールバリア水性シリコンＢＩＯ※
ウォールバリア弾性Ｓｉ２ （２液）※
ウォールバリア弾性ＢＩＯ－２ （２液）※
水性シリコンユニ
水性シリコンワークス
エコシリコン
エコシリコンＢＩＯ
エコシリコンつや消し
ビーズコート （つや消し）
ビーズコートＳｉ （つや消し）
ビーズコートＢＩＯ （つや消し）
ビーズウォールＳｉ （つや消し）※
ビーズウォールＢＩＯ （つや消し）※

Ｇ－Ｔ４
１液形水系
ふっ素樹脂塗料

ウォールバリア水性Ｆ２ （２液）
ウォールバリア水性Ｆ２中塗 （２液）
ウォールバリア弾性Ｆ２ （２液）※
ウォールバリア弾性Ｆ２中塗 （２液）※
エコフッソ
エコフッソＢＩＯ
エコフッソ中塗 （中塗）
ビーズコートＦ （つや消し）
ビーズコートＦ中塗 （中塗）（つや消し）

Ｇ－Ｔ２
１液形弱溶剤系
アクリル樹脂塗料
（艶消し）

ニューモルコンＮＥＯ
ニューモルコンＢＩＯ
モルシュ （低臭タイプ）

ニューモルコンＮＥＯ
ニューモルコンＢＩＯ
モルシュ （低臭タイプ）

打放しｺﾝｸﾘｰﾄ
化粧ｺﾝｸﾘｰﾄ面

Ｇ－Ｔ５
コンクリート打放し
保護塗料

（シラン系浸透性吸水防止材）
シールトン
ネオシールトン

（シラン系浸透性吸水防止材）
シールトン
ネオシールトン

Ｇｃ－Ｔ１
１液形水系
ポりウレタン樹脂塗料

ウォールバリア水性Ｕ
水性ウレタンユニ
エコウレタン
エコウレタンＢＩＯ

Ｇｃ－４
１液形水系
シリコン樹脂塗料

ウォールバリア水性Ｓｉ
ウォールバリア水性ＢＩＯ
ウォールバリア弾性Ｓｉ２ （２液）　※
ウォールバリア弾性ＢＩＯ－２ （２液）　※
水性シリコンユニ
水性シリコンワークス
エコシリコン
エコシリコンＢＩＯ
エコシリコンつや消し （つや消し）
ビーズコート （つや消し）
ビーズコートＳｉ （つや消し）
ビーズコートＢＩＯ （つや消し）
ウォールバリア水性シリコンＨＢ ※
ウォールバリア水性シリコンＢＩＯ ※
ビーズウォールＳｉ （つや消し） ※
ビーズウォールＢＩＯ （つや消し） ※

外
壁

窯業系
サイディング

●１液形水系浸透性シーラー
カチオンシーラーＥＰＯ
カチオンホワイトＢＩＯシーラー

●水系微弾性フィラー
ＷＢリメークサーフＥＰＯ
ＷＢリメーク弾性フィラーＥＰＯ
ＷＢリメークサーフＮＢ　（上塗は※のみ）

●１液形弱溶剤系シーラー
ワイドシーラーＥＰＯ

●２液形弱溶剤系シーラー
ＷＢグリップシーラーＥＰＯ
ワイド浸透シーラーＥＰＯ

サミプラ
カチオンシーラーＥＰＯ
ワイド浸透シーラーＥＰＯ
ワイドシーラーＥＰＯ

●１液形水系シーラー
サミプラ
カチオンシーラーＥＰＯ
カチオンホワイトＢＩＯシーラー

●水系微弾性フィラー
リメークシーラーＥＰＯ
リメークプラ
ＷＢリメークサーフＥＰＯ
ＷＢリメーク弾性フィラーＥＰＯ
ＷＢリメークサーフＮＢ　（上塗は※のみ）

仕様№
素地 上塗材

コンクリート
モルタル
ＡＬＣ
その他

※新設のＡＬＣ
には、別途、目止め
として、セメントフィ
ラー・プラサフ等が
必要です。

ペインテナンス（2022年度） スズカファイン対象製品一覧

セ
メ
ン
ト
系

※（一社）日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

※（一社）日本塗装工業会　戸建住宅リフォームサービス　第23回 ペインテナンスキャンペーン（2022年4月16日～11月16日）の対象製品です。
　キャンペーンの内容につきましては、（一社）日本塗装工業会までお問い合わせください。　http://www.nittoso.or.jp/

部位
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Ｇｃ－Ｔ４
１液形水系
ふっ素樹脂塗料

ウォールバリア水性Ｆ２ （上塗2回可）（２液）
ウォールバリア水性Ｆ２中塗 （中塗）（２液）
ウォールバリア弾性Ｆ２ （上塗2回可）（２液） ※
ウォールバリア弾性Ｆ２中塗 （中塗） （２液）※
エコフッソ（上塗2回可）
エコフッソＢＩＯ（上塗2回可）
エコフッソ中塗 （中塗）
ビーズコートＦ（上塗2回可）（つや消し）
ビーズコートＦ中塗 （中塗）（つや消し）

Ｇｃ－Ｔ２
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＵ
ワイドエポーレＵ
弾性ワイドウレタンα
１液ワイドウォールＵ （１液）
１液ワイドウレタン （１液）

Ｇｃ－Ｔ３
２液形弱溶剤系
シリコン樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＳｉ※
ワイドエポーレウォールＢＩＯ※
ワイドエポーレＳｉ
弾性ワイドシリコン
１液ワイドウォールＳｉ （１液）
１液ワイドウォールＢＩＯ （１液）
１液ワイドシリコンα （１液）
１液ワイドビーズコートＳｉ （つや消し）（１液）
１液ワイドビーズコートＢＩＯ （つや消し）（１液）

Ｇｃ－Ｔ５
２液形弱溶剤系
ふっ素樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＦ※
ワイドエポーレＦ
1液ワイドウォールＦ （１液）
1液ワイドフッソ４Ｆ壁用 （１液）

Ｇｘ－１
外壁用遮熱
（高日射反射率）塗料

カベクールＳｉ （水系）
ワイドエポーレＦクール （弱溶剤系）
ワイドエポーレＳｉクール （弱溶剤系）
ワイドエポーレＵクール （弱溶剤系）
１液ワイドフッソ４Ｆ遮熱 （弱溶剤系）

●専用浸透性シーラー
ＥＭクールシーラー （１液水系）
クールシーラーワイド （１液弱溶剤系）
ワイド浸透シーラーＣＯＯＬ （２液弱溶剤
系）

Ｇｃ－５
窯業系サイディングボード用
クリヤー塗料

ウォールバリアＣＲ　（弱溶剤系）
ウォールバリアＢＰ （弱溶剤系）
ウォールバリア水性無期ＣＲ （水系）
（各つやあり・３分つや）

ウォールバリアＣＲ　（弱溶剤系）
ウォールバリアＢＰ （弱溶剤系）
ウォールバリア水性無期ＣＲ （水系）
（各つやあり・３分つや）

Ｇｓ－５
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＵ
ワイドエポーレＵ
防錆形ワイドウレタン

Ｇｓ－６
２液形弱溶剤系
シリコン樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＳｉ
ワイドエポーレウォールＢＩＯ
ワイドエポーレＳｉ
防錆形ワイドシリコン
１液ワイドウォールＳｉ （１液）
１液ワイドウォールＢＩＯ （１液）
１液ワイドビーズコートＳｉ （１液）（つや消し）
１液ワイドビーズコートＢＩＯ （１液）（つや消し）

Ｇｓ－７
２液形弱溶剤系
ふっ素樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＦ
ワイドエポーレＦ
１液ワイドウォールＦ （１液）
１液ワイドフッソ４Ｆ壁用 （１液）

Ｇｔ－６ 木材保護着色塗料

●大阪ガスケミカル(株)品
キシラデコール
キシラデコールフォレステージ
キシラデコールアクオステージ

●大阪ガスケミカル(株)品
キシラデコール
キシラデコールフォレステージ
キシラデコールアクオステージ

外
壁

窯業系
サイディング

●１液形水系シーラー
カチオンシーラーＥＰＯ
カチオンホワイトＢＩＯシーラー
※吸込みの少ない下地は使用不可

●水系微弾性フィラー
リメークシーラーＥＰＯ
ＷＢリメークサーフＥＰＯ
ＷＢリメーク弾性フィラーＥＰＯ
ＷＢリメークサーフＮＢ　（上塗は※のみ）

●１液形溶剤系シーラー
ワイドシーラーＥＰＯ

●２液形弱溶剤系シーラー
ＷＢグリップシーラーＥＰＯ
ワイド浸透シーラーＥＰＯ

窯業系
サイディング

●１液形弱溶剤系変性エポキシプライマー
エポマイルド
1液ワイドさびストップ

●２液形弱溶剤系変性エポキシプライマー
ワイドラスノンＥＰＯ
ワイドさびストップ

木材系
下見羽目

金属系
サイディング
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Ｒｃ－１
１液形水系
シリコン樹脂塗料

ルーフバリア水性Ｓｉ
ルーフバリア水性Ｓｉつや消し
水性ベスコロＳｉ
水性ベスコロＳｉつや消し

Ｒｃ－２
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレＵ
ワイドルーフ

Ｒｃ－３
２液形弱溶剤系
シリコン樹脂塗料

ワイドエポーレＳｉ
ワイドルーフＳｉ
１液ワイドルーフセラＳｉ （１液）

Ｒｘ－８
（新生瓦）

２液形弱溶剤系
ふっ素樹脂塗料

ワイドエポーレＦ
ワイドルーフＦ
１液ワイドルーフセラＦ （１液）
１液ワイドフッソ４Ｆ屋根用 （１液）

Ｒｓ－４
１液形弱溶剤系
アクリル樹脂塗料

アクリルエポーレ

Ｒｓ－５
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレＵ
ワイドルーフ

Ｒｓ－６
２液形弱溶剤系
シリコン樹脂塗料

ワイドエポーレＳｉ
ワイドルーフＳｉ
１液ワイドルーフセラＳｉ （１液）

Ｒｘ－８
（金属系）

２液形弱溶剤系
ふっ素樹脂塗料

ワイドエポーレＦ
ワイドルーフＦ
１液ワイドルーフセラＦ （１液）
１液ワイドフッソ４Ｆ屋根用 （１液）

Ｒｘ－７
屋根用遮熱
（高日射反射率）塗料

ワイドエポーレＦクール （弱溶剤系）
ワイドエポーレＳｉクール （弱溶剤系）
ワイドエポーレＵクール （弱溶剤系）
ワイドルーフ無機（遮熱色） （弱溶剤系）
ワイドルーフＦ（遮熱色） （弱溶剤系）
ワイドルーフＳｉ（遮熱色） （弱溶剤系）
１液ワイドフッソ４Ｆ遮熱 （弱溶剤系）
クールトップＳｉスーパー （水系）
クールトップＵスーパー （水系）
ルーフバリア水性Ｓｉ（遮熱色）（水系）

●新生瓦用浸透性シーラー
ベスコロフィラーＣＯＯＬ （１液水系）
クールシーラーワイド （１液弱溶剤系）
ワイド浸透シーラーＣＯＯＬ （２液弱溶剤
系）

●金属用プライマー
ＥＭエポクール （１液水系）
エポクールワイド （１液弱溶剤系）
ワイドさびストップＣＯＯＬ （２液弱溶剤系）
ワイドラスノンＣＯＯＬ （２液弱溶剤系）

Ｂｃ－１
１液形水系
アクリル樹脂塗料

水性モルコン
ビースコート軒天用Ｐ
ビーズコート軒天用Ｓ （細骨入り）
ノキテンバリアＳｉ （細骨入り）
ノキテンバリアＡ （細骨入り）

カチオンシーラーＥＰＯ
カチオンホワイトＢＩＯシーラー

Ｂｃ－２
１液形弱溶剤系
アクリル樹脂塗料
（艶消し）

ニューモルコンＮＥＯ
ニューモルコンＢＩＯ （強力防かび防藻）
モルシュ （低臭タイプ）

ニューモルコンＮＥＯ
ニューモルコンＢＩＯ
モルシュ （低臭タイプ）

ＶＣ－１
１液水系
ポリウレタン樹脂塗料

水性ウレタンユニ 水性ウレタンユニ

ＶＣ－２
２液弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレＵ
１液ワイドウレタン （１液）

ワイドエポーレＵ
１液ワイドウレタン（１液）

ＶＣ－３
１液水系
シリコン樹脂塗料

水性シリコンユニ 水性シリコンユニ

雨
樋
類

硬質塩化ビニル

屋
根

●１液形変性エポキシ樹脂プライマー
エポマイルド
１液ワイドさびストップ

●２液形変性エポキシ樹脂プライマー
ワイドラスノンＥＰＯ
ワイドさびストップ
さびストップ <溶剤系>

●水系シーラー
水性ベスコロ下塗
※ルーフバリア水性Ｓｉ・水性ベスコロＳｉ用

●水系シーラーレスフィラー
ベスコロフィラーＨＧ

●２液形弱溶剤系シーラー
ワイドシーラーＥＰＯ （１液）
ワイド浸透シーラーＥＰＯ

軒天

ボ
ー

ド
類

着色石綿
スレート瓦

等

新
生
瓦

カラー鉄板
トタン屋根

金
属
系

新生瓦
（着色石綿スレート瓦）

金属系
（カラー鉄板・トタン屋根）
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Ｘｓ－１
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレウォールＵ
ワイドエポーレＵ

●１液形変性エポキシ樹脂プライマー
エポマイルド
１液ワイドさびストップ

●２液形変性エポキシ樹脂プライマー
ワイドラスノンＥＰＯ
ワイドさびストップ
さびストップ <溶剤系>

Ｘｓ－２
ＯＦＰ
（ﾜﾝﾃﾞｨﾌｨﾆｯｼｭﾍﾟｲﾝﾄ）

該当商品なし 該当商品なし

Ｔ－１
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレＵ
1液ワイドウォールＵ （１液）
1液ワイドウレタン （１液）

ワイドエポーレＵ
1液ワイドウォールＵ（１液）
1液ワイドウレタン（１液）

Ｔ－２
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂クリヤー

該当商品なし 該当商品なし

ＡＳ－１
２液形弱溶剤系
ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレＵ
防錆形ワイドウレタン

●２液形変性エポキシ樹脂プライマー
ワイドラスノンＥＰＯ
ワイドさびストップ
さびストップ <溶剤系>
エポマイルド （１液）
１液ワイドさびストップ （１液）

ＦＥＰ
ＦＥＰ
（ﾌﾚｯｸｽｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ）

スズカＦＥＰ
スズカＦＥＰ
ヤニガード　（ＦＥＰ専用シーラー）

ＬＶＯＣ
－１

低ＶＯＣ形
合成樹脂エマルション
ペイント

ＡＥＰクリーン７０Ｇ つや消し
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ つや消し
ＡＥＰクリーン６０
水性モルコン
水性モルコンＢＩＯ
ＡＥＰモダンＳｉ （抗菌）
ＡＥＰモダンＢＩＯ （強力防かび防藻）

●低ＶＯＣ形１液水系シーラー
ＡＥＰクリーンシーラー透明
ＡＥＰクリーンシーラーホワイト
サミプラ
カチオンシーラーＥＰＯ
カチオンホワイトＢＩＯシーラー

ＬＶＯＣ
－２

低ＶＯＣ形艶有り
合成樹脂エマルション
ペイント

ＡＥＰクリーン７０Ｇ　つや有り
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　７分つや
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　５分つや
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　３分つや
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　つや有り
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　７分つや
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　５分つや
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　３分つや

ＬＶＯＣ
－３

低ＶＯＣ形
水系調湿形仕上塗材

調湿クリーン
スズカ防露※

ＬＶＯＣ
－４

１液水系
金属用塗料

水性シリコンユニ
水性ウレタンユニ
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　つや有り
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　７分つや
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　５分つや
ＡＥＰクリーン７０Ｇ　３分つや
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　つや有り
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　７分つや
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　５分つや
ＡＥＰクリーン７０ＢＩＯ　３分つや

水性ラスノンＥＰＯ

ＴＥＬ ＦＡＸ
0133-60-6311 0133-62-4313
03-5661-2211 03-5661-2020
052-411-1255 052-412-7337
072-862-1601 072-862-1561
082-277-1116 082-277-6217
0877-24-4621 0877-24-4624
092-938-0071 092-938-0075

ビニルクロス貼り面

●低ＶＯＣ形１液水系シーラー
ＡＥＰクリーンシーラー透明
ＡＥＰクリーンシーラーホワイト
カチオンシーラーＥＰＯ
スズカ防露プライマー　（上塗は※のみ）

セメント系
せっこうボード

建
具

室
内
壁
・
天
井
等

木製

九州支店
四国支店
広島支店
大阪支店
名古屋支店

ステンレス
アルミ

鋼製
（亜鉛めっき面を含む）

東京支店
札幌支店
事業所

スズカファイン株式会社　お問合せ先

室内の鋼製建具
（亜鉛めっき面を含む）

－4－


