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the balloon method

「塗るだけ」でコンクリートはく落を防止できる新システムです。

厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂系はく落防止システム
TM
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危　険 危険有害性情報

安全衛生上の注意事項
安全衛生上の注意事項（タフガードEプライマー 塗料液）

1 本来の用途以外に使用しないでください。
2 使用前に取扱説明書を入手してください。
3 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
4 熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。̶ 禁煙です。
5 容器を密閉しておいてください。
6 容器を接地/アースをとってください。
7 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用してください。
8 火花を発生させない工具を使用してください。
9 静電気放電に対する予防措置を講じてください。
10 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
11 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
12 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
13 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
14 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
15 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください
16 気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けてください。
17 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
18 口をすすいでください。
19 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
20 漏出物を回収してください。

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。
□詳細な内容、表示例以外の製品については安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。
□本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

引火性液体及び蒸気/皮膚に接触すると有害/皮膚刺激/強い眼刺激/吸入すると有害/発が
んのおそれの疑い/生殖能又は胎児への悪影響のおそれ/臓器の障害（単回ばく露）/長期に
わたる、又は反復ばく露による臓器の障害/水生生物に毒性/長期継続的影響によって水生生
物に毒性

※記載されていない商品の塗料液・硬化剤の安全衛生上の注意事項および危険物有害性情報につきましては、安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。

日本ペイント　鉄構 検索 http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/large.html

横倒禁止

21 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を
流水かシャワーで洗ってください。

22 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
23 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
24 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用して

いて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
25 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けてください。
26 皮膚刺激を生じた場合：医師の診断/手当てを受けてください。
27 眼の刺激が続く場合は：医師の診断/手当てを受けてください。
28 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
29 火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。
30 施錠して保管してください。
31 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
32 直射日光や水濡れは厳禁です。
33 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
34 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度にばく

露しないでください。
35 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に

持ち上げ、落下に十分注意してください。（偏荷重になると取ってが外れ、落下事故の危
険があります。）

36 内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
37 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、

塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす
おそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に
処理を依頼してください。

製品体系

※ タフガードＥパテＮ-２には季節タイプにより、夏および冬の２タイプご用意がございます。
※ 使用上の注意事項につきましては、各製品の製品使用説明書などをご参照ください。

用　途 一 般 名 称

プライマー

パ　　テ

中　　塗

上　　塗

エポキシ樹脂プライマー

エポキシ樹脂パテ

厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗り

柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り

製 品 名

タフガードＥプライマー

タフガードＥパテＮ－２

タフガードＢＤ中塗＃１００

タフガードＵＤ上塗

タフガードＦＤ上塗

容　量

１６kgセット（塗料液13.6kg 硬化剤2.4kg）

１２kgセット（塗料液8kg 硬化剤4kg）

８kgセット（塗料液6.4kg 硬化剤1.6kg）

１６．５kgセット（塗料液15kg 硬化剤1.5kg）白・淡彩色
１３．５kgセット（塗料液12kg 硬化剤1.5kg）中・濃彩色

１６kgセット（塗料液14kg 硬化剤2kg） 白・淡彩色

北海道支店
東 北 支 店
関 東 支 店
北関東信越支店
中 部 支 店

☎ 011-370-3101
☎ 022-232-6712
☎ 03-5479-3614
☎ 03-5479-3614
☎ 052-461-1960

近 畿 支 店
中 国 支 店
四 国 支 店
九 州 支 店

☎ 06-6455-9608
☎ 082-281-2180
☎ 0877-56-2346
☎ 092-751-9861

●このカタログは、再生紙を使用しています。



優れたコンクリートはく落防止性能

『塗るだけ』の施工 
連続繊維シートを用いませんので、構造物の形状に左右されず施工が簡単です。

短い工期 
従来ガラスクロス工法は、7工程5日間施工でしたが、4工程を3日間で仕上げることが可能となりました。

抜群のクラック追従性・防食性
抜群のクラック追従性を有し、躯体クラック発生時も破断しにくく劣化因子の遮断性を持続します。

1Point

2Point

3Point

4Point

はく落防止するバルーン工法、4つの特徴

コンクリートは丈夫で長持ちする材料の代表と考えられてきました。

しかしながら、塩害、中性化、アルカリ骨材（シリカ）反応、酸性雨などが原因と思われる早期劣化や老朽

化によるコンクリート片のはく落事故が顕在化し、最近では大きな社会問題となっています。

はく落防止対策工法としては、繊維シート工法（ビニロン3軸シートやガラスクロスなどを対象構造物の

形状にあわせて接着）が採用されていますが、これらの工法は工程が多いだけでなく、繊維シートの切

断に手間がかかることや、複雑な形状や狭隘部へのシートの接着が困難なことから、施工性の飛躍的向

上が望まれていました。

日本ペイントは「耐荷重性に優れた新規特殊中塗」を採用し、繊維シートを使用せず、「塗るだけ」でシー

ト工法同様のはく落防止性能を発揮する、画期的工法「タフガードスマート® バルーン工法」を開発い

たしました。

塩害、中性化、アルカリ骨材（シリカ）反応、酸

性雨などが原因と思われる早期劣化や老朽

化によりコンクリート片のはく落事故が発生

します。

強靭かつ柔軟性に優れた塗膜性
能でコンクリートのはく落防止性
能を発揮します。

きょうあい

はく落防止措置をしないと・・・

優れたはく落防止性能を発揮する、画期的工法「タフガードスマート® バルーン工法」ではく落事故を防止します。

『塗るだけ』施工で、はく落防止対策 

コンクリート

バルーン工法

はく落はく落 コンクリート片がはく落しても
塗膜が追従して落下を防止。 プライマー工程

ローラー、へら、こての併用などで簡単に施工できます。

パテ工程 中塗工程 上塗工程

性能

タフガードＥプライマー タフガードＥパテＮ－2 タフガードBD中塗 ＃100 タフガードＵＤ上塗

タフガードFＤ上塗
または

工　　　程 使　用　塗　料
（一般名称）

タフガードEプライマー
（エポキシ樹脂プライマー）

タフガードEパテN-2
（エポキシ樹脂パテ）

タフガードBD中塗♯100
（厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗り）

タフガードUD上塗
（柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り）

または
タフガードFD上塗
（柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り）

目標膜厚
（μm）

0.10

1000
500

30

0.50

1.80
0.90

0.12

ローラー、はけ

へら、こて

へら、こて

ローラー、はけ

4時間～7日

16時間～5日以内

16時間～7日

塗装間隔
（23℃）

標準使用量
（kg／m2／回）

塗装方法 シンナー名
（希釈率）

タフガードウレタンシンナー
（0～5％）

タフガードウレタンシンナー
（10～20％）

タフガードエポキシシンナー
（0～20％）

サンダーケレン・シンナー拭き・ブラシやエアーブロー・その他事前に決められた方法により、段差修正やレイタンス・塩分・油脂分などの異物やぜい弱層を除去し施工に適した状態にす
る。また、欠損部、鉄筋露出部分や漏水がある場合は別途鉄筋防さび、埋め戻しなどの断面修復や止水、導水処理を事前に実施する。素 地 調 整

プライマー

パ　　　テ

中　　　塗

上　　　塗

作業工程

標準塗装仕様例

●ＮＥＸＣＯ（３社）構造物施工管理要領
　コンクリート塗装材の性能照査項目

塗膜の
健全性

耐久性

照査項目要求性能 成 績 基準値

しゃ塩性 定量下限値（0.7×10-3）以下

定量下限値（3.6×10-4）以下

0.3

0.0

酸素透過阻止性

水蒸気透過阻止性

中性化阻止性

しゃ塩性

酸素
しゃ断性

水蒸気
しゃ断性

中性化
阻止性

ひびわれ
追従性

柔軟性

●首都高速道路株式会社
　橋梁構造物設計要領　コンクリート片剥落防止編

項 目
評価基準

A種 B種 A種 B種

成 績

耐 荷 性

伸び性能

景　　観

標準養生

付着強度
1.5N/mm2以上

φ10cm当たりの
押抜き荷重
1.5kN以上

φ10cm当たりの
押抜き荷重
0.3kN以上

1.7kN 1.3kN

合　格 ※

合　格

付着強度
1.0N/mm2以上

2.0N/mm2

50.0mm 14.0mm

2.1N/mm2

2.1N/mm2 2.1N/mm2

1.7N/mm2 2.1N/mm2

押抜試験で10mm以上の
変位が確認できること

施工後の外観に著しい不連続性
などがなく、周囲と調和すること

付
着
性

耐 久 性

半水中養生

温冷繰返し養生

標準養生後

促進耐候性試験後

温冷繰り返し試験後

耐アルカリ性試験後

耐湿試験後

塗膜は均一で、流れ・むら・ふくれ・
われ・はがれを認めない。

白亜化がなく、塗膜にふくれ・
われ・はがれを認めない。

塗膜にふくれ・われ・はがれを
認めない。

塗膜は均一で流れ・むら・ふくれ・
われ・はがれのないこと。

白亜化はなく、塗膜にふくれ・
われ・はがれのないこと。

塗膜にふくれ・われ・はがれの
ないこと。

塗膜にふくれ・われ・はがれを
認めない。

塗膜にふくれ・われ・はがれの
ないこと。

１０日間で、塗膜にふくれ・
われ・はがれを認めない。

7(10)日間で塗膜にふくれ・
われ・はがれのないこと。 ※1

塗膜の塩素イオン透過量が
5.0×10-3mg/cm2・日
以下であること。
塗膜の酸素透過量が
5.0×10-2mg/cm2・日
以下であること。
塗膜の水蒸気透過量が
5.0mg/cm2・日
以下であること。

中性化深さが1mm
以下であること。

塗膜の伸びが0.4(0.8)mm
以上であること。※2

塗膜の伸びが0.2(0.4)mm
以上であること。※3

1.8

0.7

1.2

標準養生後(常温時)

標準養生後(低温時)

促進耐候性後(常温時)

伸び（mm） 判定方法

一部破断

破断

一部破断

主な破断場所

コンクリート
との付着性

塗膜とコンクリートとの付着
強度が1.0N/mm2以上で
あること。

標準養生後

促進耐候性試験後

温冷繰り返し試験後

耐アルカリ性試験後

2.2

2.7

2.2

1.6

付着強度
（N/mm2）

基板破壊

基板破壊

基板破壊

基板と塗布剤の
界面破断

※1) 高温多湿環境に使用するものは、10日間とする。   
※2) ひび割れ追従性を特に必要とするものは、0.8mm以上とする。   
※3) ひび割れ追従性を特に必要とするものは、0.4mm以上とする。   

※ 使用量管理を行い、ウエットゲージを使用して必ず膜厚をチェックしてください。

備考 A種は中塗使用量が1.80kg/m2

 B種は中塗使用量が0.90kg/m2

※ 首都高速道路ですでに実績があり、1年以上経過して異常がないこと。

※ パテの使用量は、コンクリート素地の状態によって大幅に変動します。
※ 中塗りの塗装はローラー（ウール、マスチック）などで配り、こて（金、ゴム）で仕上げる方法を推奨します。

●タフガードBD中塗＃100のご使用上の注意
　下表を参考に所定の膜厚を確保できるように施工管理をしてください。

標準使用量
標準膜厚

ウエット ドライ

1100μ 1000μ 1.8ｋｇ/m2/回

550μ 500μ 0.9ｋｇ/m2/回

ポットライフ

60分/10℃ 40分/20℃ 20分/30℃

・屋外暴露（1年間）後に押抜き試験を行い、
 必要な押抜性能を保持していること。

・促進耐候試験500時間経過後に
 光沢保持率が70％以上、色差　Eが
 10以内であること。

伸びて！支える！
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はく落はく落 コンクリート片がはく落しても
塗膜が追従して落下を防止。 プライマー工程

ローラー、へら、こての併用などで簡単に施工できます。

パテ工程 中塗工程 上塗工程

性能

タフガードＥプライマー タフガードＥパテＮ－2 タフガードBD中塗 ＃100 タフガードＵＤ上塗

タフガードFＤ上塗
または

工　　　程 使　用　塗　料
（一般名称）

タフガードEプライマー
（エポキシ樹脂プライマー）

タフガードEパテN-2
（エポキシ樹脂パテ）

タフガードBD中塗♯100
（厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗り）

タフガードUD上塗
（柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り）

または
タフガードFD上塗
（柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り）

目標膜厚
（μm）

0.10

1000
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1.80
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0.12

ローラー、はけ

へら、こて

へら、こて

ローラー、はけ

4時間～7日

16時間～5日以内

16時間～7日

塗装間隔
（23℃）

標準使用量
（kg／m2／回）

塗装方法 シンナー名
（希釈率）

タフガードウレタンシンナー
（0～5％）

タフガードウレタンシンナー
（10～20％）

タフガードエポキシシンナー
（0～20％）

サンダーケレン・シンナー拭き・ブラシやエアーブロー・その他事前に決められた方法により、段差修正やレイタンス・塩分・油脂分などの異物やぜい弱層を除去し施工に適した状態にす
る。また、欠損部、鉄筋露出部分や漏水がある場合は別途鉄筋防さび、埋め戻しなどの断面修復や止水、導水処理を事前に実施する。素 地 調 整

プライマー

パ　　　テ

中　　　塗

上　　　塗

作業工程

標準塗装仕様例

●ＮＥＸＣＯ（３社）構造物施工管理要領
　コンクリート塗装材の性能照査項目

塗膜の
健全性

耐久性

照査項目要求性能 成 績 基準値

しゃ塩性 定量下限値（0.7×10-3）以下

定量下限値（3.6×10-4）以下

0.3

0.0

酸素透過阻止性

水蒸気透過阻止性

中性化阻止性

しゃ塩性

酸素
しゃ断性

水蒸気
しゃ断性

中性化
阻止性

ひびわれ
追従性

柔軟性

●首都高速道路株式会社
　橋梁構造物設計要領　コンクリート片剥落防止編

項 目
評価基準

A種 B種 A種 B種

成 績

耐 荷 性

伸び性能

景　　観

標準養生

付着強度
1.5N/mm2以上

φ10cm当たりの
押抜き荷重
1.5kN以上

φ10cm当たりの
押抜き荷重
0.3kN以上

1.7kN 1.3kN

合　格 ※

合　格

付着強度
1.0N/mm2以上

2.0N/mm2

50.0mm 14.0mm

2.1N/mm2

2.1N/mm2 2.1N/mm2

1.7N/mm2 2.1N/mm2

押抜試験で10mm以上の
変位が確認できること

施工後の外観に著しい不連続性
などがなく、周囲と調和すること

付
着
性

耐 久 性

半水中養生

温冷繰返し養生

標準養生後

促進耐候性試験後

温冷繰り返し試験後

耐アルカリ性試験後

耐湿試験後

塗膜は均一で、流れ・むら・ふくれ・
われ・はがれを認めない。

白亜化がなく、塗膜にふくれ・
われ・はがれを認めない。

塗膜にふくれ・われ・はがれを
認めない。

塗膜は均一で流れ・むら・ふくれ・
われ・はがれのないこと。

白亜化はなく、塗膜にふくれ・
われ・はがれのないこと。

塗膜にふくれ・われ・はがれの
ないこと。

塗膜にふくれ・われ・はがれを
認めない。

塗膜にふくれ・われ・はがれの
ないこと。

１０日間で、塗膜にふくれ・
われ・はがれを認めない。

7(10)日間で塗膜にふくれ・
われ・はがれのないこと。 ※1

塗膜の塩素イオン透過量が
5.0×10-3mg/cm2・日
以下であること。
塗膜の酸素透過量が
5.0×10-2mg/cm2・日
以下であること。
塗膜の水蒸気透過量が
5.0mg/cm2・日
以下であること。

中性化深さが1mm
以下であること。

塗膜の伸びが0.4(0.8)mm
以上であること。※2

塗膜の伸びが0.2(0.4)mm
以上であること。※3

1.8

0.7

1.2

標準養生後(常温時)

標準養生後(低温時)

促進耐候性後(常温時)

伸び（mm） 判定方法

一部破断

破断

一部破断

主な破断場所

コンクリート
との付着性

塗膜とコンクリートとの付着
強度が1.0N/mm2以上で
あること。

標準養生後

促進耐候性試験後

温冷繰り返し試験後

耐アルカリ性試験後

2.2

2.7

2.2

1.6

付着強度
（N/mm2）

基板破壊

基板破壊

基板破壊

基板と塗布剤の
界面破断

※1) 高温多湿環境に使用するものは、10日間とする。   
※2) ひび割れ追従性を特に必要とするものは、0.8mm以上とする。   
※3) ひび割れ追従性を特に必要とするものは、0.4mm以上とする。   

※ 使用量管理を行い、ウエットゲージを使用して必ず膜厚をチェックしてください。

備考 A種は中塗使用量が1.80kg/m2

 B種は中塗使用量が0.90kg/m2

※ 首都高速道路ですでに実績があり、1年以上経過して異常がないこと。

※ パテの使用量は、コンクリート素地の状態によって大幅に変動します。
※ 中塗りの塗装はローラー（ウール、マスチック）などで配り、こて（金、ゴム）で仕上げる方法を推奨します。

●タフガードBD中塗＃100のご使用上の注意
　下表を参考に所定の膜厚を確保できるように施工管理をしてください。

標準使用量
標準膜厚

ウエット ドライ

1100μ 1000μ 1.8ｋｇ/m2/回

550μ 500μ 0.9ｋｇ/m2/回

ポットライフ

60分/10℃ 40分/20℃ 20分/30℃

・屋外暴露（1年間）後に押抜き試験を行い、
 必要な押抜性能を保持していること。

・促進耐候試験500時間経過後に
 光沢保持率が70％以上、色差　Eが
 10以内であること。

伸びて！支える！



※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・
その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
※©Copyright2018 NIPPON PAINT Co.,Ltd. All rights reserved.
※「タフガードスマート」登録第4881876号は、日本ペイント株式会社が権利者の登録商標です。
●日本ペイントホームページ　http://www.nipponpaint.co.jp/

バルーン工法

バルーン工法

TOUGH GUARD
SMART

the balloon method

「塗るだけ」でコンクリートはく落を防止できる新システムです。

厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂系はく落防止システム
TM
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®

危　険 危険有害性情報

安全衛生上の注意事項
安全衛生上の注意事項（タフガードEプライマー 塗料液）

1 本来の用途以外に使用しないでください。
2 使用前に取扱説明書を入手してください。
3 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
4 熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。̶ 禁煙です。
5 容器を密閉しておいてください。
6 容器を接地/アースをとってください。
7 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用してください。
8 火花を発生させない工具を使用してください。
9 静電気放電に対する予防措置を講じてください。
10 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
11 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
12 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
13 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
14 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
15 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください
16 気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けてください。
17 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
18 口をすすいでください。
19 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
20 漏出物を回収してください。

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。
□詳細な内容、表示例以外の製品については安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。
□本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

引火性液体及び蒸気/皮膚に接触すると有害/皮膚刺激/強い眼刺激/吸入すると有害/発が
んのおそれの疑い/生殖能又は胎児への悪影響のおそれ/臓器の障害（単回ばく露）/長期に
わたる、又は反復ばく露による臓器の障害/水生生物に毒性/長期継続的影響によって水生生
物に毒性

※記載されていない商品の塗料液・硬化剤の安全衛生上の注意事項および危険物有害性情報につきましては、安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。

日本ペイント　鉄構 検索 http://www.nipponpaint.co.jp/biz1/large.html

横倒禁止

21 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を
流水かシャワーで洗ってください。

22 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
23 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
24 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用して

いて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
25 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けてください。
26 皮膚刺激を生じた場合：医師の診断/手当てを受けてください。
27 眼の刺激が続く場合は：医師の診断/手当てを受けてください。
28 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
29 火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。
30 施錠して保管してください。
31 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
32 直射日光や水濡れは厳禁です。
33 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
34 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度にばく

露しないでください。
35 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に

持ち上げ、落下に十分注意してください。（偏荷重になると取ってが外れ、落下事故の危
険があります。）

36 内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
37 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、

塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす
おそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に
処理を依頼してください。

製品体系

※ タフガードＥパテＮ-２には季節タイプにより、夏および冬の２タイプご用意がございます。
※ 使用上の注意事項につきましては、各製品の製品使用説明書などをご参照ください。

用　途 一 般 名 称

プライマー

パ　　テ

中　　塗

上　　塗

エポキシ樹脂プライマー

エポキシ樹脂パテ

厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗り

柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り

製 品 名

タフガードＥプライマー

タフガードＥパテＮ－２

タフガードＢＤ中塗＃１００

タフガードＵＤ上塗

タフガードＦＤ上塗

容　量

１６kgセット（塗料液13.6kg 硬化剤2.4kg）

１２kgセット（塗料液8kg 硬化剤4kg）

８kgセット（塗料液6.4kg 硬化剤1.6kg）

１６．５kgセット（塗料液15kg 硬化剤1.5kg）白・淡彩色
１３．５kgセット（塗料液12kg 硬化剤1.5kg）中・濃彩色

１６kgセット（塗料液14kg 硬化剤2kg） 白・淡彩色

北海道支店
東 北 支 店
関 東 支 店
北関東信越支店
中 部 支 店

☎ 011-370-3101
☎ 022-232-6712
☎ 03-5479-3614
☎ 03-5479-3614
☎ 052-461-1960

近 畿 支 店
中 国 支 店
四 国 支 店
九 州 支 店

☎ 06-6455-9608
☎ 082-281-2180
☎ 0877-56-2346
☎ 092-751-9861

●このカタログは、再生紙を使用しています。


