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防火材料認定（NM-8585・QM-9816・RM-9364）

内装用水性多彩模様シリコン系塗料

®Ⅱ〔 EP-MSi 〕

®Ⅱ
Multi-color textured finish expressing harmony of comfort and
elegance created by natural color.



PⅡ-22シェルピンク ホワイトストーム

ペールホワイトリリー

PⅡ-32

PⅡ-42 PⅡ-43シルキーサンド

鳥の羽根のように、
ふんわり軽やかな空気感を醸し出します。

Feather
【フェザー】

®Ⅱ

自然の色が奏でる

　  美しさとやすらぎのハーモニー

自然の色が奏でる

　  美しさとやすらぎのハーモニー

内装用水性多彩模様シリコン系塗料

1. 肉持ち感のある仕上がりが、空間を華麗に演出します。

3. 水性なので臭気はほとんどなく、室内での塗装が容易で、改修での模様がえに適しています。

4. 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも中性洗剤で取り除けます。

特 長

2. 豊富な意匠の中から、イメージにあった意匠を自由に選べます。



さらさらとした粉状の柔らかい風合いに、
優しく包み込まれます。 PⅡ-72シルバーホワイト PⅡ-41パールグレー

PⅡ-35ホワイトペッパー PⅡ-27フロスティホワイト

Powder
【パウダー】

Gelato
【ジェラート】
ほんのりと甘い香りが漂うような色合いに、
心がほぐれます。

Cloud
【クラウド】

淡くやや灰味がかった色合いが
落ち着きを生む、心地良い空間です。

フロスティグレー ロココグレー

オイスターホワイト

PⅡ-36 PⅡ-21

PⅡ-55 PⅡ-31フォッグ

PⅡ-37ピーチ

PⅡ-44エッグシェル PⅡ-23ビスケット

※写真見本は印刷物のため、実際の仕上がりと色調が異なります。



※北海道／東北／関東／北関東甲信越

東日本
中 部
近 畿

：営業センター
：中部支店
：近畿支店

☎ 03-5479-7509
☎ 052-461-9758
☎ 06-6455-9521

※ 四 国
中 国
九 州

：四国支店
：中国支店
：九州支店

☎ 0877-56-2346
☎ 082-281-2180
☎ 092-751-9861

施工上の注意事項 （詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください。） 

  1.下地にタバコのやに汚れが著しい場合は、やに止め効果の高いニッペケンエースG-Ⅱを塗装し、やにを
止めてから標準仕様で塗装してください。

  2.ペリアートⅡ上塗を塗装する際は必ず万能ガンをご使用ください。スプレーガン（多彩模様ガンなど）は
ご使用できませんのでご注意ください。

  3.ペリアートⅡ上塗は経時により流動性が低下しますので、ご使用前には必ず流動性が発現するまで、よく
かくはんしてください。　なお、かくはん棒などを使い、手でゆるやかにかくはんしてください。粒子がつ
ぶれるおそれがありますので、電動かくはん機などは使用しないでください。

  4.下地の状態や形状、面積、塗料温度、塗装条件などによって、見本と色調および模様の差異を生じる可能性
がありますので、塗装前に試し塗りをしてください。

  5.多彩塗料ですので、ロット差による多少の色相のずれはあらかじめご了承ください。
  6.仕上がり模様は、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
  7.塗装直後と乾燥後では若干色が異なる場合があります。
  8.ケイカル板など吸い込みが著しい下地では、水性カチオンシーラーをご使用ください。
  9.可塑剤が多く含まれる塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革などへの直
接塗装はお避けください。

10.布クロス、紙クロス、汚染防止クロス、機能性クロス、シリコン加工され水をかけると著しくはじくクロス
には塗装できません。

11.施工に関しましては、必ずペリアートⅡ施工要領書をご参照ください。
12.塗装前の内壁（ボードや旧塗膜など）に手垢汚れ、傷、シミ、マーカーなどの汚れがある場合は、ペリアート
Ⅱを上塗まで塗装しても透けるおそれがあります。ペリアートⅡ下塗を塗装後に透けが気になる場合は、
下塗を増し塗りし、透けがないことを確認後、上塗を塗装してください。

13.防藻･防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺
菌処理をしてから塗装してください。

14.絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗
料中の水溶成分が表面に溶出し、黄色い粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予
測される場合は、塗装を避けるか、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。

15.スプレーノズルの先端は、ときどき水洗いをしてください。 作業能率の低下および塗りむらの原因にな
ります。

16.塗膜に割れが生じるおそれがあるため、軟らかい塗膜の上への塗装は避けてください。
17.汚染除去性は、乾燥条件、使用量、塗り回数などにより若干差がでる場合があります。
18.繊維壁、耐火被覆用けい酸カルシウム板、ロックウールなどの非常にぜい弱な素材には塗装できません。
19.吸音板塗り替え用顔料分塗材（シールマットⅡなど）の塗り替えには使用できません。
20.氷点下で貯蔵すると凍ります。凍らないように5℃以上で貯蔵、保管してください。
21.旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれ
があります。

22.内部塗り替えにおいて旧塗膜がSOP、FEなどの油性系の場合、研磨ずりを行ってください。下地処理が
不十分な場合は、塗膜はく離の原因となります。

23.塩化ビニールクロスのはがれ、めくれ、浮きなどは接着剤で貼り付け、ローラーで圧着したり、類似クロ
スで面合わせをするなどあらかじめ補修してください。またクロスの接着力が低下している場合、塗装
することでクロスが浮き上がってくることがありますので、クロスの合わせ部などはあらかじめ接着剤
などで押さえておくことが安心です。

24.素地表面のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10％以下（ケット科学社製CH-2型で測定した場
合）、または5％以下（ケット科学社製Hi500シリーズ：コンクリートレンジで測定した場合）の条件で
塗装してください。

25.素地の乾燥は十分に行ってください。
26.表面のごみ、ほこり、エフロレッセンス、レイタンスなどは除去し、目違い、ジャンカ、コールドジョイン
トなどは、樹脂入りセメントモルタルで平滑にしてください。

27.開缶後放置する時は皮が張らないようにポリエチレンシートなどでシールし、保管してください。
28.塗装直後から頻繁に人が触れるようなドアの一部や手すりなどでは、皮脂の影響により塗膜表面の軟化
が起こるおそれがあります。必要に応じて保護プレートなどで接触防止を行ってください。

29.カウンター、陳列棚、ベンチ、床面などものが常時置かれるような場所には跡がつくおそれがありますの
で塗装しないでください。

30.塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85％以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えら
れる場合、塗装は避けてください。

31.塗装場所の気温が10℃以下、湿度85％以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場
合、塗装は避けてください。

32.塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
33.塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
34.飛散防止のため必ず養生を行ってください。
35.シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので行わ
ないでください。やむを得ず行う場合は、シーリング材が完全に硬化した後に行うものとし、塗り重ね適
合性を確認し、必要な処理を行ってください。また、ニッペブリードオフプライマーを下塗りすること
で、可塑剤移行による汚染の低減が図れますが、シーリング材の種類、使用条件などによりはく離、収縮
割れが起こることがあります。

36.大面積の塗装では補修部分が目立つことがあります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は
塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。

37汚れ、きずなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際
は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの塗装条件を同一にしてください。

38.塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
39.製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

安全衛生上の注意事項 〔ペリアートⅡ〔 EP-MSi 〕  上塗〕 

NP-V141

■詳細な内容、表示例以外の商品については、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。

   1.使用前に取扱説明書を入手してください。
   2.すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないでください。
   3.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。
   4.保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
   5.吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
   6.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。
   7.口をすすいでください。
   8.施錠して保管してください。
   9.内容物／容器を国／地方自治体の規制に従って産業廃棄物として廃棄してください。
10.直射日光や水濡れは厳禁です。
11.塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
12.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。

13.本来の用途以外に使用しないでください。
14.容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
15.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（スプレー缶の場合は
40℃以上）の温度にばく露しないでください。

16.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手が外れ、落下事故の危険があります。）

17.屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取入れ口等に目張りをするなど
して、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。

18.火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消化器を用いてください。
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。
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横倒禁止

®Ⅱ〔 EP-MSi 〕

■用途

■製品体系

標準塗装仕様  新設

■内部壁面、天井など

一般内部壁面（オフィスビル、ホテル、病院、住宅、レストラン、展示場、店舗、遊技場、デパート、教育施設など）
■適用下地
コンクリート、モルタル、鉄部、アルミ、
各種ボード、各種旧塗膜など

塗り回数 希釈剤 塗 装 方 法使用量
（㎏/㎡/回）

塗り重ね乾燥
時間（23℃）

ごみ、未硬化セメント粉末、砂じん、油脂分などの付着物をワイヤブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した洗浄な面とする。

工 程

素地調整

下 塗 り

塗 料 名

1 0.10～0.15 3時間以上 無希釈 はけ、ウールローラー（中毛）ペリアートⅡ下塗

1 無希釈－0.40～0.50 万能ガンペリアートⅡ上塗模様吹き

工 程

模様吹き

塗り面積/缶当たり/1工程

30～50㎡

100～125㎡

系 統

内装用水性多彩模様シリコン系塗料

ペリアートⅡ下塗り用塗料

色 数

15色

15色

容 量

15kg,3kg

15kg,3kg

つ や

つや消し

つや消し

製 品 名

ペリアートⅡ上塗

ペリアートⅡ下塗下 塗 り

※上記の各数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください（縮み、割れ、乾燥
　不良、付着不良などが起こります）。
※カタログに記載されている内容は一般的な環境下での施工を想定して記載されております。特別な環境が想定される施工現場・部位に塗装される場合は、事前に必ず当社営業までご相談いただきますようお願いします。
※1口径5.5mm、手元圧1.5～2.0kgf/c㎡での万能ガンによる塗装を推奨します。
※ペリアートⅡ上塗を塗装する際は必ず万能ガンをご使用ください。スプレーガン（多彩模様ガンなど）はご使用できませんのでご注意ください。
※一般鉄部にはニッペパーフェクトプライマー、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、速乾PZヘルゴンエコ、ハイポンファインプライマーⅡを塗装した後ペリアートⅡ下塗を塗装してください。
※さびが発生しやすいエッジ部もしくはさびが発生している箇所を塗装する場合、入念なケレン後、上記さび止め塗料で部分補修を行ってから下塗りしてください。

※上記に記載されている1缶当たりの塗り面積は、1工程当たりの塗り面積です。また、あくまでも目安であり、素地の形状、塗装方法などにより増減しますので、あらかじめご了承願います。

日本ペイント　建物 検索

●さらに詳しい情報は、専用Webサイトへアクセス

https://www.nipponpaint.co.jp/biz1/building.html

※1

●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。

●ⓒCopyright 2018 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
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