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水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール

株式会社アサヒペン 水性ビッグ１０多用途 油性多用途カラー 水性多用途スプレー 水性ビッグ１０多用途 油性多用途カラー 水性多用途スプレー 水性ウッドガード外部用 油性木工用着色ニス 水性ガーデン用カラースプレー 水性ウッドガード外部用 油性超耐久屋外用ニス 超耐久屋外用ニススプレー

http://www.asahipen.jp/ 水性多用途ＥＸ 油性スーパーコート クリエイティブカラースプレー 水性多用途ＥＸ 油性スーパーコート クリエイティブカラースプレー 水性木部防虫防腐ステインＥＸ 油性ジェルカラーニス ニススプレー 水性木部防虫防腐ステインＥＸ 油性天然竹材保護塗料 防水塗料スプレー

水性多用途カラー 油性ツヤ復活クリヤコート 水性多用途カラー 油性鉄部・木部用ＥＸ 高耐久ラッカースプレー 水性ウッドリフォームペイント 油性ウッドガード外部用 水性木材防虫ソート 防水塗料 水性ガーデン用カラースプレー

水性多用途マグカラー 水性多用途マグカラー アスペンラッカースプレー 水性ＷＯＯＤジェルステイン 油性木部防虫防腐ステインＥＸ 水性木部変色防止クリヤコート 油性焼き杉用塗料

水性多用途ペイントマットカラー 水性多用途ペイントマットカラー 　 水性木材防虫ソート 油性焼杉用塗料 水性屋外用ニス

NEW水性建物用 NEW水性建物用 水性強着色ウッドステイン 油性強着色ウッドステイン

水性スーパーコート 水性スーパーコート  

水性ラストエイジングコート 水性エナメル  

　 水性ラストエイジングコート  

　  

 

アトムサポート株式会社 オールマイティー 水性スプレー オールマイティー ライフ（鉄部・木部・建物用） エコラッカースプレー ウッドエバープロテクト アトム木の保護コート 防水クリヤー塗料スプレー

http://www.atom-paint.co.jp/ オールマイティーネオ オールマイティーネオ 蛍光スプレー 水性アトム自然カラー 外部用ニス

工作用カラー 工作用カラー 水性スプレー ドア用ニス

どこでもらくらくペイント どこでもらくらくペイント メタリックスプレー 防水クリヤー塗料

新フリーコート 新フリーコート ラッカースプレーＥ

大阪ガスケミカル株式会社 コンゾラン 水性キシラデコールエクステリア キシラデコール

http://www.ogc.co.jp/ 水性キシラデコールウッドコート キシラデコール白木やすらぎ

大阪塗料工業株式会社 水性ニューボンデン ニューボンデンガーデンカラー ライトレックス外部用

http://www.osaka-toryo.com/ ニューボンデンＤＸ

オキツモ株式会社

https://www.okitsumo.co.jp/

カシュー株式会社

http://www.cashew.co.jp/

株式会社カンペハピオ ハピオセレクト トップガード 水性シリコンカラースプレー ハピオセレクト トップガード 油性シリコンラッカースプレー 水性ステイン＋ オイルステイン ドア用ニスＡ ハピオシールスプレー

https://www.kanpe.co.jp/ アレスアーチ マーキングスプレーＫ アレスアーチ 油性ウレタンガード 水性シリコンカラースプレー 水性木部保護塗料 油性木部保護塗料 外部用ニス

ハピオフレンズ ヌーロスプレー ハピオフレンズ 油性鉄部木部用 Ｋラッカースプレー 水性木材保護塗料 油性木材保護塗料 チークオイルＡ

ヌーロ 水性スプレーＧ ヌーロ 工作用ラッカー マーキングスプレーＫ ヌーロ木部用ステイン ハピオシール

水性工作用 水性工作用 油性鉄部用S ヌーロスプレー ペーパーステイン

水性鉄部用 カンペラッカースプレー

水性スプレーＧ

エナメルラッカースプレー

油性鉄部用Sスプレー

玄々化学工業株式会社 サドリンクラシック ユートンアクア ユートンエクステリア

http://www.gen2.co.jp/ サドリンエナメル

サンデーペイント 水性ＥＣＯアクア スーパー油性鉄部・建物用 ラッカースプレーMAX 水性ＥＣＯアクア スーパー油性鉄部・建物用 ラッカースプレーMAX 水性ガーデニング塗料カラーステイン 木部用自然塗料エコウッドカラーステイン 強力防腐・防蟻剤スプレー 水性ウレタン建物用 木部用自然塗料エコウッドカラーステイン 強力防腐・防蟻剤スプレー

https://www.sundaypaint.co.jp/ 水性ウレタン建物用 スーパーシルバー ラッカースプレーＳＬ 水性ウレタン建物用 スーパーシルバー ラッカースプレーＳＬ 強力防腐・防蟻剤 油性木部用塗料カラーステインスプレー 水性多用途 強力防腐・防蟻剤 油性木部用塗料カラーステインスプレー

水性多用途 油性建物用 ラッカースプレーＪ 水性多用途 油性建物用 ラッカースプレーＪ 油性木部用塗料カラーステイン 油性屋内外木部用ウレタンニススプレー 水性ガーデニング塗料カラーステイン 油性木部用塗料カラーステイン 油性屋内外木部用ウレタンニススプレー

エナメルスプレーｅｘｃｅｅｄ 水性エナメル 木工金属用 エナメルスプレーｅｘｃｅｅｄ 油性屋内外木部用ウレタンニス ラッカースプレーＭＡＸ

水性ラッカースプレーＭＡＸ ビニローゼ 水性ラッカースプレーＭＡＸ ラッカースプレーＳＬ

水性スプレー アクリルラッカーECO 水性スプレー エナメルスプレーｅｘｃｅｅｄ

２液ウレタンスプレー ２液ウレタンスプレー 水性ラッカースプレーＭＡＸ

アクリルラッカースプレー アクリルラッカースプレー 水性スプレー

マーキングスプレー ビニローゼスプレー アクリルラッカースプレー

文字書きスプレー ２液ウレタンスプレー

シントーファミリー株式会社 水性つやありキング 木部鉄部用ウレタン カラースプレーＺＥＲＯ 水性つやありキング 木部鉄部用ウレタン カラースプレーZERO ウッドカラー ウッドカラー（とうめい） カラースプレーZERO

http://www.shintofamily.co.jp/ 高級合成樹脂エナメル 水性カラースプレー 高級合成樹脂エナメル ラッカースプレー ラッカースプレー

ＳＰペイント カラースプレーメタリック ＳＰペイント 水性カラースプレー 水性カラースプレー

ラッカースプレー 高級ステインペイント カラースプレーメタリック （各クリヤー）

スズカファイン株式会社 ワンタッチカラー ワンタッチカラー（クリヤー）

https://www.suzukafine.co.jp/

ターナー色彩株式会社 ネオカラー タイルスベラーズ オールドウッドワックスベースコート

https://www.turner.co.jp/ イベントカラー

アイアンペイント

ミルクペイント

ミルクペイントfor ガーデン

ミルクペイントアンチウイルスプラス

ニッペホームプロダクツ株式会社 水性フレッシュワイド 油性　鉄部・建物・トタン用 カラースプレー　ベーシック 水性フレッシュワイド 油性　鉄部・建物・トタン用 カラースプレー　ベーシック 水性ウッディガード 油性デッキ＆ラティス用 ガーデン木部用スプレー 水性ウッディガード（透明） 屋外ニスクリヤー ガーデン木部用スプレー（透明）

http://www.nippehome.co.jp/ 水性エコエバー 油性　鉄部・木部・トタン用 カラースプレー　プレミアム 水性エコエバー 油性　鉄部・木部・トタン用 カラースプレー　プレミアム 水性ウッディリコート 油性木部保護塗料 油性ウレタンニススプレー 超撥水クリヤー 屋外ニスクリヤースプレー

水性つやありEXE 油性つやありEXE ニューワイドスプレー 水性つやありEXE 油性つやありEXE ニューワイドスプレー 水性木部保護塗料 油性木部保護塗料ステインガード

水性エナメル（ミニ） FORPRO弱溶剤系ウレタン塗料 アクリルラッカースプレーTRY 水性エナメル（ミニ） 油性シリコンタフ アクリルラッカースプレーTRY ローズガーデンカラーズ（ステイン）

カモフラ ラッカースプレー　EXE ローズガーデンカラーズ（エナメル） FORPRO弱溶剤系ウレタン塗料 ラッカースプレー　EXE

ナショナルフラッグカラー 油性シリコンタフスプレー カモフラ

ジャズペインター ナショナルフラッグカラー

水性シリコンタフ ジャズペインター

水性シリコンタフ

日本特殊塗料株式会社 ハンマーフィニッシュ ニューシールステイン ニューシールステイン リキードコート ニューシールステイン

http://www.nttoryo.co.jp/

プラスティーディップ プラスティーディップ プラスティーディップ

ハンマーフィニッシュ

ロックペイント（株） 水性多用途 水性建物用 油性建物用 ラッカースプレー 水性防腐・防虫ステイン 防腐・防虫ステイン クリヤーラッカー

http://www2.rockpaint.co.jp/ 水性シリコン建物用 油性・つや有ウレタン建物用 元気アクリルラッカースプレー

水性多用途 ニュースプレーラッカー

スプレーラッカー丸パターン

アクリルラッカースプレーECO

水性ハイスプレー

和信ペイント株式会社 ガードラックアクア 油性ニス 油性ニススプレー 油性ニス（透明） 油性ニススプレー（透明）

https://www.washin-paint.co.jp/ ガードラックラテックス ガードラックプロ 油性外部用スプレー ドアニス 外部用ニススプレー

クレオパワー 木彫オイル 外部用ニス

クレオパワーＥＸ ドアニス ワシン２ウレタン上塗り・下塗り

ウッドアトリエエクステリアカラー

デッキケア

パワープロテクト

屋　　内　　外 屋　　　　　　外

多　　用　　途
（例）木部・木製品、鉄部・鉄製品、コンクリート類など

　（例）　手すり、窓枠、戸袋、雨戸、羽目板、門扉、ドアー、ウッドデッキ、ベンチ、破風板、軒天井、テラス、
玄関ドア、バーコラ、フェンス、下見板、ラティス、プランター、柵、杭、ぬれ縁、遊具、その他

同　　　　　　左

着色（ニス・ステイン）仕上げ 透明（クリヤー）仕上げ

用　途

多　　用　　途 木　　　　　　　　　　部

不透明 不透明
透　　　　　　明会社名



家庭用塗料商品名一覧2022　 2/5ページ

株式会社アサヒペン

http://www.asahipen.jp/

アトムサポート株式会社

http://www.atom-paint.co.jp/

大阪ガスケミカル株式会社

http://www.ogc.co.jp/

大阪塗料工業株式会社

http://www.osaka-toryo.com/

オキツモ株式会社

https://www.okitsumo.co.jp/

カシュー株式会社

http://www.cashew.co.jp/

株式会社カンペハピオ

https://www.kanpe.co.jp/

玄々化学工業株式会社

http://www.gen2.co.jp/

サンデーペイント

https://www.sundaypaint.co.jp/

シントーファミリー株式会社

http://www.shintofamily.co.jp/

スズカファイン株式会社

https://www.suzukafine.co.jp/

ターナー色彩株式会社

https://www.turner.co.jp/

ニッペホームプロダクツ株式会社

http://www.nippehome.co.jp/

日本特殊塗料株式会社

http://www.nttoryo.co.jp/

ロックペイント（株）

http://www2.rockpaint.co.jp/

和信ペイント株式会社

https://www.washin-paint.co.jp/

用　途

会社名

水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール

水性ビッグ１０多用途 油性多用途カラー 水性多用途スプレー 水性ニス 油性ジェルカラーニス 油性ニススプレー 水性ユカ用ニス 油性ユカ用ニス ニススプレー 水性サンディングシーラー 油性シーラー 木部用プライマー

水性多用途ＥＸ 油性スーパーコート クリエイティブカラースプレー 水性ステイン 油性木工用着色ニス 水性ガーデン用カラースプレー 水性高耐久２液ウレタンニス クリヤラッカー

水性多用途カラー 油性鉄部・木部用ＥＸ 高耐久ラッカースプレー 水性つやだしニス オイルステイン 水性つやだしニススプレー 水性フローリング・床用ニス 速乾ニス

水性多用途マグカラー アスペンラッカースプレー 水性つや消しニス ラックニス

水性多用途ペイントマットカラー ストーン調スプレー 水性高耐久２液ウレタンニス チークオイル

NEW水性建物用 メタリックスプレー 水性ウレタンニス

水性スーパーコート 　

水性エナメル 　  

水性ラストエイジングコート  

オールマイティー ライフ（鉄部・木部・建物用） エコラッカースプレー アトム水性ニス アトムカラーニス スプレーニス 水性ゆか用ニス クリヤーラッカー スプレーニス サンディングシーラー 防水クリヤー塗装スプレー

オールマイティーネオ 蛍光スプレー 水性アトム自然カラー アトム木の保護コート つや出しニス ラックニス つや出しニススプレー 防水クリヤー塗料

工作用カラー 水性スプレー 水性ステイン（木部着色剤） アトム油性ニス ハケ入りつや出しニス 油性ゆか用ニス ラックニス

どこでもらくらくペイント メタリックスプレー ドア用ニス

新フリーコート ラッカースプレーＥ ピュアワックス

コンゾラン

Ｗステイン オイルステイン ウォルタ セラックニス

マルチステイン ユーロ イズミ 速乾ニス

カクマサライト

クリヤーラッカー

ライトレックス

カシュー （各色） カシュー （各色及びクリヤー）

ハピオセレクト トップガード 油性シリコンラッカースプレー 水性ステイン＋ オイルステインA 油性ウレタン着色ニススプレー 水性白木用ニス ドア用ニスＡ 水溶性つやだしニススプレー 水性カチオンシーラー 油性密着シーラー

アレスアーチ 油性ウレタンガード 水性シリコンカラースプレー ヌーロ木部用ステイン 油性ウレタン着色ニス 水溶性つやだしニススプレー 水性ウレタン床用ニス 外部用ニス 水溶性つや消しニススプレー 水性サンディングシーラー 油性ウッドシーラー

ハピオフレンズ 油性鉄部木部用 Ｋラッカースプレー 水性着色ニス ドア用ニスＡ 水溶性つやけしニススプレー 水性ウレタン床・テーブル用 チークオイルＡ ハピオシールスプレー

ヌーロ 工作用ラッカー マーキングスプレーＫ 水性着色ウレタンニス クリヤーラッカーＡ Wカットクリヤー 油性ウレタン床用ニス

水性工作用 油性鉄部用S ヌーロスプレー 水性木部用ステイン 速乾ニスＡ ハピオシール

カンペラッカースプレー 水性ウレタン床・テーブル用 セラックニスＡ 水溶性つやだしニス

水性スプレーＧ チークオイルＡ 水溶性つやけしニス

エナメルラッカースプレー 水溶性つやだしニス

油性鉄部用Sスプレー 水溶性つやけしニス

エルフカラー エルフ木部内装用 フロアユートン エルフサンディングシーラー サンジングシーラー スプレーサンジングシーラー

クリヤラッカー

速乾ツヤニス スプレー５分消し

ハクラックニス スプレー７分消し

ラックニス スプレー全消し

白ラックニス

水性ＥＣＯアクア スーパー油性鉄部・建物用 ラッカースプレーMAX 水性ウレタン建物用 強力防腐・防蟻剤 強力防腐・防蟻剤スプレー 水性ニス 油性屋内外木部用ウレタンニス 油性屋内外木部用ウレタンニススプレー 塗料下塗り剤Ｎｏ.１０ 油性下地用強化シーラー サンディングシーラースプレー

水性ウレタン建物用 油性建物用 ラッカースプレーＳＬ 水性ニス 油性木部用塗料カラーステイン 油性木部用カラーステインスプレー 水性つや出しニス ラッカークリヤー つやだしニススプレー 塗料下塗り剤Ｎｏ.２０ プライマースプレー

水性多用途 木工金属用 ラッカースプレーＪ 水性つやだしニス 木部用自然塗料エコウッドカラーステイン 油性屋内外木部用ウレタンニススプレー 水性サンウレタン 合成速乾ニス ビニローゼスプレー プラサフスプレー

水性エナメル アクリルラッカーＥＣＯ エナメルスプレーｅｘｃｅｅｄ 水性サンウレタン 着色ワニス 水性つやだしニススプレー セラックニス 水性ラッカースプレーMAX

ビニローゼ 水性ラッカースプレーＭＡＸ ラッカークリヤー 水性スプレー

水性スプレー 合成速乾ニス

２液ウレタンスプレー セラックニス

水性つやありキング 木部鉄部用ウレタン カラースプレーZERO 水性ニス コーベステイン ポリンフロアー（とうめい) カラースプレーZERO 水性カチオンＭシーラー

水性屋内用塗料 高級合成樹脂エナメル ラッカースプレー 水性ステイン ステインワニス ラッカースプレー

ウッドカラー 水性カラースプレー 水性カラースプレー

ＳＰペイント カラースプレーメタリック （各クリヤー）

高級ステインペイント

ワンタッチカラー

無臭柿渋 オールドウッドワックス スーパー万能密着クン

アンティークワックス

ESHA  クリアオイル

ESHA  ワックスオイル

ESHA  クラフトオイル

ESHA  クリアオイルラピット

ESHA  カラーオイル

ESHA  蜜蝋ワックス

水性フレッシュワイド 油性　鉄部・建物・トタン用 カラースプレー　ベーシック 水性ウレタンニス オイルステイン 油性ウレタンニススプレー 水性ウレタンニス（クリヤー） 油性ウレタンニス（クリヤー） 油性ウレタンニススプレー（クリヤー） 水性木部用下塗りシーラー セラックニス 木部用下塗りスプレー

水性エコエバー 油性　鉄部・木部・トタン用 カラースプレー　プレミアム 水性オイルステイン 油性ウレタンニス オイルフィニッシュ

水性つやありEXE 油性つやありEXE ニューワイドスプレー オイルフィニッシュ

水性エナメル（ミニ） 油性シリコンタフ アクリルラッカースプレーTRY

ローズガーデンカラーズ（エナメル） FORPRO弱溶剤系ウレタン塗料 ラッカースプレー　EXE

カモフラ

ナショナルフラッグカラー

ジャズペインター

水性シリコンタフ

ハンマーフィニッシュ  

水性建物用 油性建物用 ラッカースプレー 水性ニス ロックオイルステイン 水性ウレタンニス（クリヤー） ウレタン床用ワニス

水性シリコン建物用 油性・つや有ウレタン建物用 元気アクリルラッカースプレー 水性ウレタンニス

水性多用途 ニュースプレーラッカー ロック水性ステイン

スプレーラッカー丸パターン

アクリルラッカースプレーECO

水性ハイスプレー

万能工作カラー 水性ウレタンニス 油性ニス 油性ニススプレー 水性床用ニス ワシンフロアーＳ つや出しニススプレー 水性サンディングシーラー ラッカーサンディングシーラー

水性工芸うるし 水性ニス 木彫オイル 水性ウレタン着色ニス（透明） ワシンフロアー つや消しニススプレー うるし下塗り液 ネオラックニス

JLPCクラフトカラー ポアーステイン ウッドオイル つや出しニス 油性ニス（透明）

水性オイルステイン ドアニス つや消しニス 速乾ニス

ウッドアトリエクリヤコート オイルステイン クリヤーラッカー

ウッドアトリエウッドステイン 速乾ニス ワシン２ウレタン上塗り・下塗り

ウッドアトリエソリッドカラー クリヤーラッカー

ワシン２ウレタン３点セット上塗りセット・下塗りセット

屋　　　　　内

シーラー（下塗り）
（例）木工品、手すり、建具、窓枠、木工家具、室内ドア、腰壁、敷居、巾木、柱、その他 同　　　　　　左 （例）　階段、廊下、手すり、室内家具、室内ドア、フローリング、床（床板）、その他

着色（ニス・ステイン）仕上げ 透明（クリヤー）仕上げ

木　　　　　　　　　　部

不透明
透　　　　　　明

その他柱巾木敷居腰壁室内ドア木工家具窓 その他床（床板）フローリング
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株式会社アサヒペン

http://www.asahipen.jp/

アトムサポート株式会社

http://www.atom-paint.co.jp/

大阪ガスケミカル株式会社

http://www.ogc.co.jp/

大阪塗料工業株式会社

http://www.osaka-toryo.com/

オキツモ株式会社

https://www.okitsumo.co.jp/

カシュー株式会社

http://www.cashew.co.jp/

株式会社カンペハピオ

https://www.kanpe.co.jp/

玄々化学工業株式会社

http://www.gen2.co.jp/

サンデーペイント

https://www.sundaypaint.co.jp/

シントーファミリー株式会社

http://www.shintofamily.co.jp/

スズカファイン株式会社

https://www.suzukafine.co.jp/

ターナー色彩株式会社

https://www.turner.co.jp/

ニッペホームプロダクツ株式会社

http://www.nippehome.co.jp/

日本特殊塗料株式会社

http://www.nttoryo.co.jp/

ロックペイント（株）

http://www2.rockpaint.co.jp/

和信ペイント株式会社

https://www.washin-paint.co.jp/

用　途

会社名

水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型

水性ビッグ１０多用途 油性多用途カラー 水性多用途スプレー 水性サビドメ 油性速乾サビドメ 速乾サビドメスプレー 耐熱塗料スプレー 水性シリコンアクリルトタン用 油性トタン用 油性高耐久アクリルトタン用スプレー 水性屋根用遮熱塗料

水性多用途ＥＸ 油性スーパーコート クリエイティブカラースプレー 　 油性サビ鉄用 アスペンサビドメスプレーＮ 水性多用途カラー 油性高耐久アクリルトタン用α 　 水性屋上防水遮熱塗料

水性多用途カラー 油性鉄部・木部用ＥＸ 高耐久ラッカースプレー 鉄部用クリヤコート 速乾サビドメスプレーＲ NEW水性建物用 油性超耐久シリコンアクリルトタン用 　

水性多用途マグカラー 鉄部用クリヤコート アスペンラッカースプレー 油性超速乾サビドメ ジンクスプレー 水性スーパーコート 油性多用途カラー

水性多用途ペイントマットカラー 油性カラーサビ鉄用 メタリックスプレー ネオ速乾プライマーＳ シルバージンクスプレー 油性スーパーコート

NEW水性建物用 油性高耐久鉄部用 鉄部用クリヤコートスプレー 　 強力サビドメスプレー 油性ツヤ復活クリヤコート

水性スーパーコート 油性シリコン鉄部用 油性カラーサビ鉄用スプレー 油性トタン用ＥＸ

水性エナメル 油性シルバーコート 弱溶剤２液ウレタンスプレー

水性高耐久鉄部用 油性ツヤ復活クリヤコート 油性高耐久鉄部用スプレー

　

　

オールマイティー ライフ（鉄部・木部・建物用） エコラッカースプレー 水性さび止・鉄部用 エポキシさび止 アトムさび止めスプレー 耐熱スプレー オールマイティ スーパートタン用 シャーシーブラック 水性防水塗料専用遮熱トップコート

オールマイティーネオ ラッカー 蛍光スプレー つやけしさび止ペイント ジンクさび止めスプレー オールマイティネオ ハイシルバー

工作用カラー シャーシーブラック 油性さび止ペイント つや消しさび止めスプレー ルーフコート（トタン・屋根用）

どこでもらくらくペイント 水性スプレー 透明さび止めスプレー

新フリーコート メタリックスプレー

ラッカースプレーＥ

エアゾール耐熱塗料　オキツモ　ワンタッチスプレー

ハピオセレクト トップガード 油性シリコンラッカースプレー 水性さび止め 速乾さび止めペイント 上塗り兼用さび止めスプレー 耐熱塗料テルモスプレー ハピオセレクト 油性トタン用 油性鉄部用Sスプレー 水性シリコン遮熱屋根用 油性シリコン遮熱用

アレスアーチ サビテクト 水性シリコンカラースプレー 上塗り兼用さび止め 速乾さび止めスプレー アレスアーチ 油性トタンⅦ 水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤 油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤

ハピオフレンズ 油性ウレタンガード Ｋラッカースプレー 超速乾さび止め 速乾さび止めスプレーＳ ハピオフレンズ アクリルトタン用

ヌーロ 油性鉄部木部用 マーキングスプレーＫ エポキシさび止め 透明さび止めスプレー 水性鉄部用 油性シリコン屋根用

水性工作用 工作用ラッカー ヌーロスプレー 速乾エポキシさび止めスプレー トップガード

水性鉄部用 油性鉄部用S カンペラッカースプレー ジンクリッチスプレー 油性ウレタンガード

Wカットクリヤー 水性スプレーＧ 油性鉄部木部用

エナメルラッカースプレー 油性鉄部用S

油性鉄部用Sスプレー

水性ＥＣＯアクア スーパー油性鉄部・建物用 ラッカースプレーＭＡＸ スーパー水性カラーさび止め スーパー油性エポキシさび止め スーパー油性エポキシさび止めスプレー 耐熱スプレー 水性トタン用 油性トタン用 屋根用スプレー

水性ウレタン建物用 スーパーシルバー アクリルラッカースプレー スーパー油性さび止め ２１速乾さび止めスプレーＡ 水性ＥＣＯアクア アクリルトタン用

水性多用途 油性建物用 ラッカースプレーＳＬ ７４さび止めペン ７４さび止めスプレー 水性ウレタン建物用 油性シリコントタン用

水性エナメル 木工金属用 ラッカースプレーＪ ２１さび止めペンＰｒｏ ２１さび止めスプレーＰｒｏ 水性多用途 油性ふっ素トタン・かわら用

ビニローゼ エナメルスプレーｅｘｃｅｅｄ トタン専用さび止め 亜鉛めっき面補修用スプレー スーパー油性鉄部・建物用

アクリルラッカーECO 水性ラッカースプレーＭＡＸ ７４さび止め ジンクスプレーＰｒｏ スーパーシルバー

水性スプレー ジンクスプレー（グレーのみ）

２液ウレタンスプレー 透明さび止めスプレー

トタン専用さびとめ

水性つやありキング 木部鉄部用ウレタン カラースプレーZERO 高級さび止めペイント 高級さび止スプレー 耐熱スプレー 水性つやありキング ＳＰペイント プライマーＪＰＭＳ２８スプレー 水性遮熱防水コート

高級合成樹脂エナメル ラッカースプレー 速乾さび止めＫ－２１ ジンクリッチプライマー ラッカースプレー

ＳＰペイント 水性カラースプレー 超速乾リンサンデラストHB 黒ジンクスプレー カラースプレーＺＥＲＯ

カラースプレーメタリック スプレージンク

速乾さび止めスプレー

プライマー５６７４スプレー

プライマーＪＰＭＳ２８ＺＥＲＯスプレー

プライマーサーフェーサー

ワンタッチカラー エポキシ系さび止めスプレー 耐熱スプレー ワンタッチカラー

ラバーペイント

ラバーペイント遮熱コート

水性フレッシュワイド 油性　鉄部・建物・トタン用 カラースプレー　ベーシック 水性速乾さび止め ニュー油性速乾さび止め さび止めスプレー 耐熱用スプレー 水性トタン屋根用UV トタン屋根用 鉄部用・トタン屋根用スプレー 水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料

水性エコエバー 油性　鉄部・木部・トタン用 カラースプレー　プレミアム 超艶復活クリヤー カラーさび止め塗料 カラーさび止めスプレー 水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料 高耐久シリコントタン屋根用 水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料

水性つやありEXE 油性つやありEXE ニューワイドスプレー 超速乾さび止め 強力速乾さび止めスプレー アクリルトタンN屋根用

水性エナメル（ミニ） 油性シリコンタフ アクリルラッカースプレーTRY トタン専用さび止め塗料 トタンつやありペイント

カモフラ FORPRO弱溶剤系ウレタン塗料 ラッカースプレー　EXE FORPRO速乾性さび止め塗料 油性　鉄部・建物・トタン用

超艶復活クリヤー 油性シリコンタフスプレー

ナショナルフラッグカラー

ジャズペインター

水性シリコンタフ

ハンマーフィニッシュ 水性パラサーモ遮熱用 パラサーモ遮熱用

ノンリークコート遮熱用

水性建物用 油性建物用 ラッカースプレー 水性サビ止メペイント 油性サビ止メ 速乾サビ止メスプレー 耐熱スプレー トタン用

水性多用途 油性・つや有ウレタン建物用 元気アクリルラッカースプレー 強力サビ止メ 強力サビ止メスプレー 油性・つや有ウレタン建物用

水性シリコン建物用 ニュースプレーラッカー ロックジンクスプレー

スプレーラッカー丸パターン

アクリルラッカースプレーECO

水性ハイスプレー

（例）　屋根、陸屋根、屋上、ベランダ、飼育施設

不透明

屋内外

さび止め（下塗り）

耐　　　　　熱
（例）　屋根、ひさし、壁、雨戸、ダクト、笠木

屋　　　外

遮　　　熱トタン

（例）　門扉、フェンス、棚、物置、ポール、シャッター、ドアー、ベランダの手すり、スチール金具、
看板、電化製品、機械装置、農機具、三輪車、バイク、自転車

鉄　　　　　　　　　　部

（例）　自動車・単車のマフラー、ストーブ、煙突
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株式会社アサヒペン

http://www.asahipen.jp/

アトムサポート株式会社

http://www.atom-paint.co.jp/

大阪ガスケミカル株式会社

http://www.ogc.co.jp/

大阪塗料工業株式会社

http://www.osaka-toryo.com/

オキツモ株式会社

https://www.okitsumo.co.jp/

カシュー株式会社

http://www.cashew.co.jp/

株式会社カンペハピオ

https://www.kanpe.co.jp/

玄々化学工業株式会社

http://www.gen2.co.jp/

サンデーペイント

https://www.sundaypaint.co.jp/

シントーファミリー株式会社

http://www.shintofamily.co.jp/

スズカファイン株式会社

https://www.suzukafine.co.jp/

ターナー色彩株式会社

https://www.turner.co.jp/

ニッペホームプロダクツ株式会社

http://www.nippehome.co.jp/

日本特殊塗料株式会社

http://www.nttoryo.co.jp/

ロックペイント（株）

http://www2.rockpaint.co.jp/

和信ペイント株式会社

https://www.washin-paint.co.jp/

用　途

会社名

水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 エアゾール 水性 エアゾール

水性ビッグ１０多用途 油性スーパーコート 水性多用途スプレー 水性屋上防水塗料 防水塗料 防水塗料スプレー 水性多用途カラー 油性スーパーコート 　 ＮＥＷ水性インテリアカラー浴室カベ用 浴室用塗料スプレー ＮＥＷ水性インテリアカラー浴室カベ用

水性多用途ＥＸ 油性ツヤ復活クリヤコート クリエイティブカラースプレー 水性２液型エポキシ強力防水塗料 道路線引き用スプレー NEW水性建物用 ＮＥＷ水性インテリアカラー和室カベ用 ＮＥＷ水性インテリアカラー和室カベ用

水性多用途カラー 水性強力コンクリート床用 マーキングスプレー 水性スーパーコート ＮＥＷ水性インテリアカラー屋内カベ用 ＮＥＷ水性インテリアカラー屋内カベ用

水性多用途マグカラー 水性道路線引き用塗料 アスペンマーキングスプレー 水性かわら用 水性ビッグ10多用途 水性多用途ＥＸ

水性多用途ペイントマットカラー 水性道路線消し用塗料 　 　 水性多用途カラー

NEW水性建物用 水性コンクリートフロア防水塗料 　 　 水性ビッグ10多用途

水性スーパーコート 　 水性多用途ペイントマットカラー

水性外かべ凹凸塗料 　

水性外かべ用  

水性シリコンアクリル外かべ用  

水性ブロックステイン

オールマイティー エコラッカースプレー 簡易防水塗料 防水クリヤー塗料 防水クリヤー塗料スプレー オールマイティー アトム竹炭塗料 エコラッカースプレー アトム竹炭塗料

オールマイティーネオ 蛍光スプレー コンクリート床用 油性床用塗料フロアトップ オールマイティーネオ オールマイティー 蛍光スプレー オールマイティー

凹凸仕上げ外かべ用 水性スプレー 水性防水塗料 オールマイティーネオ 水性スプレー オールマイティーネオ

工作用カラー メタリックスプレー 水性防水塗料専用遮熱トップコート 工作用カラー メタリックスプレー 工作用カラー

水性アクリルシリコン外かべ ラッカースプレーＥ 水性コンクリート床用フロアトップ どこでもらくらくペイント ラッカースプレーＥ どこでもらくらくペイント

どこでもらくらくペイント 新フリーコート 新フリーコート

新フリーコート 無臭かべ 無臭かべ

水性シリコン外かべ用 トップガード 水性シリコンカラースプレー 水性コンクリート床用 マーキングスプレーＫ 水性シリコン遮熱屋根用 油性シリコン屋根用 かべ紙クロス用 室内かべ用スプレー かべ紙クロス用

水性シリコン凹凸外かべ用 油性鉄部用S ヌーロスプレー 水性コンクリートフロア用 水性シリコン遮熱用下塗り剤 油性シリコン遮熱屋根用 室内かべ用塗料 室内かべ用塗料

ハピオセレクト 水性スプレーＧ パーキングライン ハピオセレクト 油脂シリコン遮熱屋根用下塗り剤 アレスアーチ

アレスアーチ ハピオフレンズ トップガード

ハピオフレンズ

Wカットクリヤー

水性コンクリートフロア用 油性コンクリート床・池用 線引きスプレー 水性カラー屋根用 油性ふっ素トタン・かわら用 屋根用スプレー 水性・室内かべ浴室用ベーシックカラー かべ・浴室用スプレー

水性区画線用ロードライナー 油性コンクリートフロア用 線消しスプレー スーパー水性かわら用 水性・室内かべ浴室用和壁色

水性ＥＣＯアクア 水性一液簡易防水塗料 水性ウレタン建物用 水性ＥＣＯアクア

水性ウレタン建物用 すべらない塗料 水性ウレタン建物用

水性多用途 水性多用途

水性つやありキング 木部鉄部用ウレタン カラースプレーＺＥＲＯ 水性路面標示用塗料 道路標示用ペイント 無鉛道路マーキングスプレー 防水コート 水性つやありキング 水性つやありキング

ラッカースプレー 水性防水コート 遮熱防水コート 水性屋内用塗料 水性屋内用塗料

水性カラースプレー 水性遮熱防水コート

ワンタッチカラー

ビッグアートカラー Jカラー

エージングアートカラー 水性メタリックペイント

チョークボードペイント

マグネットペイント

水性フレッシュワイド 油性　鉄部・建物・トタン用 住宅用防水スプレー 水性コンクリートカラー 住宅用防水剤 住宅用防水スプレー 水性セメント屋根かわら用 水性エコファミリー 浴室用塗料スプレー 水性エコファミリー

水性エコエバー 住宅用防水剤 水性屋上防水塗料セット 水性シリコンベスト瓦用 水性フレッシュワイド 水性フレッシュワイド

水性シリコン外かべ用 FORPRO弱溶剤系ウレタン塗料 ヘキサコート 水性シリコントタン・ベスト瓦用遮熱塗料 STYLE「DIYペンキ」 STYLE「DIYペンキ」

弾性ブロック・外かべ用S 水性ラインカラ― STYLE「MORUMORU」 STYLE「MORUMORU」

ガッツモルタルNO.1 カモフラ カモフラ

STYLE「MORUMORU」 PROTECTON インテリアペイント　プレミアム PROTECTON インテリアペイント　プレミアム

カモフラ PROTECTON インテリアウォール　VK-200　DIY用 PROTECTON インテリアウォール　VK-200　DIY用

超艶復活クリヤー カラーキッズ

超撥水クリヤー ナチュラルアースカラーズ

マリンカラー コズミックカラー

ナショナルフラッグカラー マリンカラー

ジャズペインター 北欧カラー

水性シリコンタフ monochroume-モノクロ

FORPRO水性アクリル塗料 ナショナルフラッグカラー

FORPRO水性シリコン塗料 FORPRO水性内装用塗料

FORPRO水性内装・軒天用塗料

完璧マルチ 強力防水一番 強力防水一番 水性ユータックSi ユータックAY 水性パラサーモ パラサーモ

ベランダ一番 プルーフロンC-200DX

ノンリークコート

プルーフロントップコート タフシール

水性建物用 油性・つや有ウレタン建物用 水性コンクリート床(ツヤなし) 水性シリコン屋根用リファイン 油性・つや有ウレタン建物用 室内・浴室かべ用

水性シリコン建物用 水性コンクリートフロア用(ツヤあり) スーパー室内かべ用

水性多用途 床・ベランダ防水（水性簡易防水） 水性建物用

水性多用途

壁・塀

（例）　新生瓦、ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦 （例）　洗面所、台所の壁、浴室、天井 （例）　天井、壁紙、しっくい壁、砂壁、居間、和室壁（例）　モルタル壁・サイディング壁・塗装壁・ブロック壁 （例）　駐車場・ベランダ床・屋上・コンクリート床

コンクリート・モルタル・スレート コンクリート・モルタル・スレート

サイディング・外壁用　水性高級シリコン樹脂系
塗料

屋　　　外 屋　　　　　内

屋　　　　　根 浴室・台所 リビング・和室・その他床・防水
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株式会社アサヒペン

http://www.asahipen.jp/

アトムサポート株式会社

http://www.atom-paint.co.jp/

大阪ガスケミカル株式会社

http://www.ogc.co.jp/

大阪塗料工業株式会社

http://www.osaka-toryo.com/

オキツモ株式会社

https://www.okitsumo.co.jp/

カシュー株式会社

http://www.cashew.co.jp/

株式会社カンペハピオ

https://www.kanpe.co.jp/

玄々化学工業株式会社

http://www.gen2.co.jp/

サンデーペイント

https://www.sundaypaint.co.jp/

シントーファミリー株式会社

http://www.shintofamily.co.jp/

スズカファイン株式会社

https://www.suzukafine.co.jp/

ターナー色彩株式会社

https://www.turner.co.jp/

ニッペホームプロダクツ株式会社

http://www.nippehome.co.jp/

日本特殊塗料株式会社

http://www.nttoryo.co.jp/

ロックペイント（株）

http://www2.rockpaint.co.jp/

和信ペイント株式会社

https://www.washin-paint.co.jp/

用　途

会社名

水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール 水性 溶剤型 エアゾール その他 うすめ液

水性シーラー 油性シーラー 壁押さえスプレー 水性ビッグ１０多用途 油性スーパーコート 水性多用途スプレー 水性蛍光塗料 油性夜光塗料(ハケ付き) 蛍光塗料スプレー ハケ洗い液 ペイントうすめ液

水性屋上防水塗料用シーラー 油性かわら塗料専用シーラー プラスティック用プライマー 水性多用途ＥＸ 油性ツヤ復活クリヤコート クリエイティブカラースプレー 水性蛍光塗料アンダーコート  夜光塗料スプレー 強力塗料はがし液 お徳用ペイントうすめ液Ｓ

水性２液型エポキシ強力防水塗料用シーラー 屋根用遮熱塗料専用シーラー メタルプライマー 水性多用途カラー 弱溶剤２液ウレタンスプレー ポスターカラー 　 ストーン調スプレー 水性油性兼用塗料固化剤 高溶解性ペイントうすめ液

水性かべ塗料用下塗り剤 プラスチック用プライマー 木部用プライマー 水性多用途マグカラー 水性ブロックステイン 　 蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー 水性塗料用ツヤ消し剤 ラッカーうすめ液

水性ヤニ・アクどめシーラー メタルプライマー 水性多用途ペイントマットカラー 水性ラストエイジングコート スノーダンプスプレー 油性塗料用ツヤ消し剤 お徳用ラッカーうすめ液Ｓ

水性屋上防水遮熱塗料専用シーラー NEW水性建物用  高耐久蛍光塗料スプレー  エポキシサビドメ専用うすめ液

強浸透性水性シーラー 水性スーパーコート カラーアルミスプレー 　

水性エナメル メッキ調スプレー 　

水性ラストエイジングコート 水性木材防虫スプレー 　

　

水性下塗剤 水性防水塗料専用ウレタンプライマー 防水クリヤー塗料スプレー 工作用カラー ラッカー エコラッカースプレー 水性ハードライン 池用塗料 アトムカビ止スプレー おち太郎さび落し 合成ボイル油

水性下塗剤バリア 防水クリヤー塗料 どこでもらくらくペイント 蛍光スプレー 水性ハードライン ライン消し用黒 シールはがしスプレー おち太郎さび止め 自然塗料専用うすめ液

水性防水塗料専用下塗剤セット 油性下塗剤 水性スプレー 皮革用スプレー カラーワックス テレピン油

メタリックスプレー フロアサイン下塗り用スプレー 遮熱トップコート専用防滑材 ペイントうすめ液

ラッカースプレーＥ 細吹きマーキングスプレー 水性塗料廃棄剤 ラッカーうすめ液

水性塗料用つや調整剤 油性床用塗料FT専用うすめ液

セーフティーはくり剤

との粉

ハケ洗い液

防滑材

床スーパークリーナー

落書き消しスプレー

金ニス ペイントうすめ液

ラッカーうすめ液

カシュー うすめ液 刷毛塗用

水性カチオンシーラー 油性密着シーラー プラスチック用密着スプレー ハピオセレクト 水性シリコンカラースプレー 水性タイプ塗料はがし剤 非塩素系塗料はがし剤 水性タイプ塗料はがし剤スプレー 微粉末との粉 得用ペイントうすめ液

和室壁用下塗り剤 油性ウッドシーラー 非金属用密着スプレー アレスアーチ ヌーロスプレー 水性タッチペン 油性タッチペン 非塩素系塗料はがし剤スプレー 残塗料処理剤 得用ラッカーうすめ液

ハピオフレンズ 水性スプレーＧ 室内かべタッチペン ラッカータッチペン 蛍光スプレー ハケ洗い液 つやだしニスうすめ液

ヌーロ ニスタッチペン 復活洗浄剤 合成ボイル油

水性工作用 水性さび止めタッチ らくがき落としクリーナー アクリルトタン用うすめ液

ヌーロ夜光 室内かべ用クリーナー

ヌーロクリヤーコート

ラッカーうすめ液

塗料下塗り剤Ｎｏ.１０ 油性下地用強化シーラー プライマースプレー 水性ＦＲＰ・プラスチック用塗料 ビニローゼ 水性ラッカースプレーＭＡＸ 水性ラスホールド シーブルーエース　油性船底下塗り用塗料 黒板用スプレー 塗膜はがし剤 ペイントうすめ液

塗料下塗り剤Ｎｏ.２０ プラサフスプレー 水性ウレタン建物用 FRP用ポリベスト主剤 水性スプレー シーブルーエース　油性外舷部・上部構造物用塗料 シンナースプレーＬ 水性ツヤあり塗料専用ツヤ消し剤 高級ペイントうすめ液

水性エナメル FRP用ポリベスト硬化剤 ビニローゼスプレー 名入れ補修ペン くもりガラススプレー FRP用ポリベスト洗浄剤 ラッカーうすめ液

２液ウレタンスプレー 名入れ補修ペン 亜鉛メッキ化粧スプレー FRP用ポリベスト主剤 ビニローゼうすめ液

スチールボーセイ 文字書き用スプレー FRP用ポリベスト硬化剤 エコウッドうすめ液

マーキングスプレー FRP用ポリベストパテ用基剤(タルク) シーブルーエース専用シンナー

シャーシー用スプレー 水コロジー 油性ふっ素トタン・かわら用専用うすめ液

ぼかし剤スプレー かびコロジ

落書き防止スプレー かび止めL

落書き落としスプレー ガラスマット

電気絶縁塗料スプレー ガラスクロス

スチールボーセイスプレー ガラスクロス　ホソメ

エアコン室外機用スプレー すべらない塗料専用パターンシート

ガードレール補修用スプレー

配電盤・キャビネット補修用スプレー

かび止めZスプレー

水性シーラー コンクリートＧシーラー 水性つやありキング 水性カラースプレー 消すぞーくん 黒板用スプレー ペイントうすめ液

水性カチオンＭシーラー ラッカースプレー ラバガード＃１００ 蛍光スプレー ラッカーうすめ液

カラースプレーＺＥＲＯ 細書き用マーキングスプレー 塗料用シンナー

雪かきらくらくくん ラッカーシンナー

ラバガード＃１００スプレー トップシンナー

非塩素系強力はがし剤リムーバーα

強力ばかし剤リムーバーZ

テーププライマーPRO

粘着シートはがし

落書き落としスプレー消すぞーくん

シャーシーブラック

つくつくテープ

消せる君

アイアンペイントマルチプライマー テントアート ESHA 　専用うすめ液

ミルクペイントマルチプライマー

水性シリコン下塗りシーラー 油性密着強化下塗りシーラー かべ押えスプレー 水性エナメルミニ ニューワイドスプレー ペンキュア ハケ塗り用　ラッカー アルミカラースプレー ペイントマーカー ペイントうすめ液

水性ヤニ・シミ止めシーラー 住宅用防水スプレー ミニホビー用スプレー 水性蛍光塗料 マーキング用スプレー ハケ洗い液 ラッカーうすめ液

水性木部用下塗りシーラー 木部用下塗りシーラー カラーパテ 長時間夜光スプレー 塗料はがし剤 合成ボイル油

FPRPRO水性シーラー メタル用下塗りシーラー PAL 蛍光スプレー さびチェンジ FORPRO塗料用シンナーA

FORPRO水性微弾性フィラー ラメカラースプレー 水性かべ穴補修用パテ

水性ブロック目地うめパテ

ペイント固化剤

つや出しニス

ホワイティ

完璧プライマー プルーフロンプライマー ディフォグマジック（フェイスシールド用防曇剤） 水止め一番 ガラス一番 リキッドガラス アセトン(ＦＲＰ工具他用洗浄剤)

リキッドコート

プラスティーディップ プラスティーディップ 防音一番

ノンリークプライマー ハンマーフィニッシュ (オトナシート)

水性ユータックSI専用プライマー ＦＲＰ成型材

スケルトン

ライニングレジン

ライニングレジンDX

キャスティングレジン

キャスティングカラー

多用途下塗り 水性ハイスプレー キャンバスロック ペイントうすめ液

ロック水性マルチシーラー ラッカーうすめ液

下地調整材

ロック水性マルチシーラー ホワイト

白木まもーる ステンドホビー との粉 ペイントうすめ液

水性クレヨンニス 籐工芸ニス 古び粉 難燃性ペイントうすめ液

JLPCデコパージュ接着&仕上げ剤 難燃性ラッカーうすめ液

JLPCクラフトカラー 水溶性ニス専用うすめ液

２ウレタン専用うすめ液

うすめ液シーラー（下塗り） プラスチック その他

リキッドシーラー（リキッドコート専用下地吸い込
み止め）


