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ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。 ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

※塗替え時、旧塗膜としてアクリル樹脂系、エポキシ樹脂系塗床材には良く付着しますが、ウレタン樹脂系塗床材等一部旧塗膜との相性
　によっては付着性の悪い場合があります。処理方法については事前にお問い合せください。

旧塗膜
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ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。 ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

２液形溶剤アクリルウレタン樹脂塗床材

耐候性に優れ、速乾タイプの２液形溶剤アクリルウレタン樹脂塗床材
ユカトップＡＵ＃６００

①塗膜性能
　●耐候性、耐摩耗性、耐薬品性、耐油性に優れます。
　　速乾性（冬期硬化性）に優れ、１日で仕上げが可能です。
②塗装作業性
　●施工が簡単ではけ・ローラーで塗装可能です。
③安全性
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆

平滑仕上げ

骨材
SPフロアー骨材 No.6

溶剤形1液ウレタン樹脂クリヤー塗床材

タイヤマークや擦り傷から床面を保護する溶剤形１液ウレタン樹脂クリヤー塗床材
ユカトップタフクリヤーＵ

①塗膜性能
　●フォークリフトなどによる耐タイヤ汚れ性に優れます。
　●耐摩耗性、耐擦り傷性に優れます。
　●上塗材の上に塗付することで耐久性を高めます。
②塗装作業性
　●１液タイプのため、取り扱いが簡単です。

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

■ 各種工場、倉庫、実験室、研究室などの床、
　 プールサイド・駐車場、遊歩道などのカラー 
　 舗装の屋外用トップコート

備考

ユカトップAU#600 平滑2回塗り　42～50㎡／15㎏セット
硬化剤は冬期用設定あり

3ｋｇ
混合比

15ｋｇセット
主剤 硬化剤
12ｋｇ

0.8ｋｇ4ｋｇセット 3.2ｋｇ
主剤 : 硬化剤

4  ：  1　

ユカトップUプライマー

ユカトップUシンナー 専用シンナー

120㎡／18㎏缶18㎏

16Ｌ・4Ｌ

防滑仕上げ ■ 各種工場・倉庫などフォークリフトが通行する床、廊下・
　 事務所・通路など耐擦り傷性が求められる床

備考
ユカトップタフクリヤーU 平滑１回塗り　120㎡／18㎏（塗膜面上）

混合比
18ｋｇ

＊夏期高温時にユカトップタフクリヤーUを使用する際には、ＮＹポリンＫ上塗夏期用シンナーにて20～30％希釈して施工してください。

16Ｌ・4ＬＮＹポリンＫ上塗用シンナー ユカトップタフクリヤーU用希釈材

■ 透明
■ ユカトップローラーエポ、ユカトップエポハード、ユカトップE#400、ユカトップUハード、ユカトップAU#600
　 ＊水系塗料、１液溶剤形塗料、導電性塗料の上への塗装は避けてください。

平滑仕上げ
（ウレタン樹脂系仕様）

平滑仕上げ（屋内）
（新設・既設コンク
リート、モルタル）
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２液形水性ウレタン樹脂塗床材

速乾性・耐候性・耐薬品性・耐汚染性に優れる、安全で環境に優しい２液形水性ウレタン樹脂塗床材
スイセイユカトップＡＵ

①塗膜性能
　●従来の１液形水系塗料と比べ、耐薬品性・耐汚染性
　　に優れます。
　●速乾性に優れます。
　●耐候性に優れ、屋外にも適用可能です。
②塗装作業性
　●施工が簡単ではけ・ローラーで塗装可能です。
③安全性
　●水性のため、溶剤臭や引火性がなく安全です。
　●鉛・クロムフリー、ＴＸフリー、Ｆ☆☆☆☆。

平滑仕上げ

防滑仕上げ
骨材
SPフロアー骨材 No.6

２液形無溶剤硬質ウレタン樹脂塗床材

耐衝撃性、耐薬品性に優れた２液形無溶剤硬質ウレタン樹脂塗床材
ユカトップＵハード

平滑仕上げ

防滑仕上げ

金ゴテ

金ゴテ

①塗膜性能
　●高硬度でありながら、適度な弾性及び耐衝撃性を
　　有する。
　●エポキシ樹脂と比べ、下地追従性に優れる。
　●耐摩耗性に優れます。
　●耐薬品性に優れます。
②塗装作業性
　●厚膜塗装が可能で、シームレスで光沢のある仕上
　　がりが得られます。
③安全性
　●鉛・クロムフリー、ＴＸフリー、Ｆ☆☆☆☆。

■ 部品工場・組立工場・機械工場・倉庫・事務所・
　 学校・病院などの床、屋外の通路等 ■ 機械工場、部品工場、組立工場、　

　 整備工場、 食品工場、倉庫、製薬工場、
　 実験室、学校、事務所などの床

備考

備考

スイセイユカトップAU

湿潤面用プライマー

平滑2回塗り　52～65㎡／15.7㎏セット

100～125㎡／15㎏セット

1.7㎏
混合比

混合比

15.7㎏セット
主剤 硬化剤

A剤 B剤
15㎏セット
2.4㎏セット

14㎏

0.36㎏3.36㎏セット 3㎏
主剤 : 硬化剤
10  ：  1.2　

10㎏
1.6㎏

5㎏
0.8㎏

A剤 : B剤
2  ：  1

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

備考

ユカトップUハード

硬化促進剤
ユカトップUプライマー

平滑2回塗り　5㎡／15㎏セット

120㎡／18㎏缶
添加量は単品カタログをご参照ください

混合比主剤 硬化剤

12kg・4kg・1kg
18㎏

３㎏15㎏セット 12㎏
主剤 : 硬化剤

4  ：  1　

（新設・既設コンク
リート、モルタル面）

※気温が25℃未満のときは、硬化促進剤の添加が必要です。
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帯電防止塗床材

クリーンルーム内の静電気等による微粒子汚染対策の必要な床面帯電防止用塗床材
ユカトップドーデンシリーズ

①ユカトップドーデンＥ　（薄膜溶剤２液エポキシ樹脂系塗床材）
　●ローラー塗りにて、帯電防止用塗り床が施工できます。
　●経済的でホコリを嫌う床や、導電性を必要とする製造工場などに適しています。
②ユカトップドーデンＥ－ＮＳ　（厚膜無溶剤２液エポキシ樹脂系塗床材）
　●シームレスな仕上がり性で、床面の洗浄性に優れます。
　●厚膜タイプのため耐薬品性などの化学的特性、または物理的特性に優れています。
③ユカトップドーデンプライマー　（溶剤２液エポキシ樹脂系プライマー）
　●ユカトップドーデン E-NＳ施工時の専用導電性プライマーです。

（新設・既設コンク
リート、モルタル面）

ユカトップドーデン
E-NS工法

■ 精密工場（クリーンルーム）などのホコリや静電気を嫌う床

ユカトップドーデンE-NS
（1.5mm厚）

ユカトップドーデンE
（1.0mm厚）

漏洩抵抗Ω

体積固有抵抗率Ω・㎝

ドーデンEーNS 試験方法

110

ショアD　80

95

30分

日本塗り床工業会　試験方法
NNK-012
SRIS2301

ホイートストンブリッジ法

JIS-K-7204

（20℃）

鏡面光沢度（60度）

耐摩耗性（㎎）

硬度

使用可能時間

光沢

90

2H

2時間

60

項目 ドーデンE

10 以下8

3 4

810 以下

6×10 1×10

商品名 及び 特長

備考

ユカトップドーデンE

ユカトップドーデンE－ＮＳ

２回塗り　60㎡／18㎏セット

１回塗り　１2㎡／18㎏セット

１回塗り　70㎡／14㎏セット

６㎏

混合比

1８㎏セット

主剤 硬化剤

1２㎏

３㎏１８㎏セット

主剤 : 硬化剤
2  ：  1　

主剤 : 硬化剤
5  ：  1　

主剤 : 硬化剤
3  ：  1　ユカトップドーデンプライマー 1４㎏セット

1５㎏

1０.５㎏ ３.５㎏

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能
■ ユカトップドーデンＥは、濃色系については白みを帯びます（導電性顔料の影響）
■ ユカトップドーデンＥ-ＮＳは、若干濁り傾向にあります（導電性顔料の影響）
　 ＊色相については、ユカトップドーデンＥ・Ｅ－ＮＳ共に、事前に弊社までご相談ください

特性

ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

（新設・既設コンク
リート、モルタル面）

ユカトップドーデン
E工法

1.5
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　●経済的でホコリを嫌う床や、導電性を必要とする製造工場などに適しています。
②ユカトップドーデンＥ－ＮＳ　（厚膜無溶剤２液エポキシ樹脂系塗床材）
　●シームレスな仕上がり性で、床面の洗浄性に優れます。
　●厚膜タイプのため耐薬品性などの化学的特性、または物理的特性に優れています。
③ユカトップドーデンプライマー　（溶剤２液エポキシ樹脂系プライマー）
　●ユカトップドーデン E-NＳ施工時の専用導電性プライマーです。
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110
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項目 ドーデンE

10 以下8

3 4

810 以下

6×10 1×10

商品名 及び 特長

備考

ユカトップドーデンE

ユカトップドーデンE－ＮＳ

２回塗り　60㎡／18㎏セット

１回塗り　１2㎡／18㎏セット

１回塗り　70㎡／14㎏セット

６㎏

混合比

1８㎏セット

主剤 硬化剤

1２㎏

３㎏１８㎏セット

主剤 : 硬化剤
2  ：  1　

主剤 : 硬化剤
5  ：  1　

主剤 : 硬化剤
3  ：  1　ユカトップドーデンプライマー 1４㎏セット

1５㎏

1０.５㎏ ３.５㎏

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能
■ ユカトップドーデンＥは、濃色系については白みを帯びます（導電性顔料の影響）
■ ユカトップドーデンＥ-ＮＳは、若干濁り傾向にあります（導電性顔料の影響）
　 ＊色相については、ユカトップドーデンＥ・Ｅ－ＮＳ共に、事前に弊社までご相談ください

特性

ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

（新設・既設コンク
リート、モルタル面）

ユカトップドーデン
E工法

1.5



ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。 ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材

安全対策としておすすめの最適な内部用蓄光塗床材
ユカトップローラーエポ蛍

①塗膜性能
　●暗所での輝度（発光力）が高く、長期間持続します（約７時間暗闇で視認可能）。
　●蓄光シール等の貼付材と比べ、重量物走行での耐久性に優れます。
　●耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、耐油性に優れます。
②塗装作業性
　●ローラーで厚膜施工が簡単にできます。
　●塗替え時の旧塗膜適正に優れます。
③安全性
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆

アクリル樹脂系蓄光塗床材

屋外への施工が可能で、安全対策として手軽な蓄光塗床材
ロードカラー蛍

①塗膜性能
　●暗所での輝度（発光力）が高く、長期間持続します
　　（約７時間暗闇で視認可能）。
　●耐候性があり、屋外でも施工可能です。
　●可とう性があり、アスファルト面上でも塗装が可能です。
②塗装作業性
　●１液タイプのため作業性に優れます。
　●速乾性に優れ、全ての工程が１日で塗装可能です。
③安全性
　●鉛・クロムフリー

ロードカラー蛍

ロードカラー蛍

シントーライナー＃200

アスファルトコンクリート
下地

ライン

ライン

ライン

3

コンクリート面 ロードカラー蛍

シントーライナー＃200

シントーコンクリートGシーラー

コンクリート

下塗

下地

下地の新設アスファルトコンクリート面は、打設後最低２週間以上の交通開放期間を経て、
軽質油分等が消失してから施工してください。

ライン   1 シントーライナー＃200（常温） 白
（シントーライナーシンナー） 0.6～0.8 1時間以上

３０分以上0.6

0.6

0～5

0～3

0～3ロードカラー 蛍
（シントーライナーシンナー）

ロードカラー 蛍
（シントーライナーシンナー）

ライン   2

ライン   3

密粒アスファルト面

■屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、
　工場内の段差周辺、注意喚起のサイン ■ 屋内外のアスファルト面、コンクリート面の

　 歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン

■ 薄黄緑（発光色：青）

■ 薄黄緑（発光色：緑）

備考

ユカトップローラーエポ蛍 １回塗　4.5～5.0㎡／3.6㎏セット

平滑１回塗り　23～26㎡／4㎏セット

混合比主剤 硬化剤

備考混合比A剤 B剤

0.6㎏3.6㎏セット 3㎏ 主剤 : 硬化剤
５  ：  1　

ユカトップAU#600　白 0.8㎏4㎏セット 3.2㎏ 主剤 : 硬化剤
4  ：  1　

湿潤面用プライマー 平滑１回塗り　16～20㎡／2.4㎏セット0.8㎏2.4㎏セット 1.6㎏ A剤 : B剤
2  ：  1

アスファルト面

備考

ロードカラー蛍

シントーライナーシンナー

密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面：2回塗 1.6㎡／２㎏缶

コンクリート面：2回塗 2.2㎡／２㎏缶

専用シンナー

混合比

2㎏

16L・4L

シントーライナー#200（常温）白 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面：1回塗 5～6㎡／4㎏缶4㎏

ライン

ライン

2

ライン 3

ロードカラー蛍
ライン 2

ライン



ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。 ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材

安全対策としておすすめの最適な内部用蓄光塗床材
ユカトップローラーエポ蛍

①塗膜性能
　●暗所での輝度（発光力）が高く、長期間持続します（約７時間暗闇で視認可能）。
　●蓄光シール等の貼付材と比べ、重量物走行での耐久性に優れます。
　●耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、耐油性に優れます。
②塗装作業性
　●ローラーで厚膜施工が簡単にできます。
　●塗替え時の旧塗膜適正に優れます。
③安全性
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆

アクリル樹脂系蓄光塗床材

屋外への施工が可能で、安全対策として手軽な蓄光塗床材
ロードカラー蛍

①塗膜性能
　●暗所での輝度（発光力）が高く、長期間持続します
　　（約７時間暗闇で視認可能）。
　●耐候性があり、屋外でも施工可能です。
　●可とう性があり、アスファルト面上でも塗装が可能です。
②塗装作業性
　●１液タイプのため作業性に優れます。
　●速乾性に優れ、全ての工程が１日で塗装可能です。
③安全性
　●鉛・クロムフリー

ロードカラー蛍

ロードカラー蛍

シントーライナー＃200

アスファルトコンクリート
下地

ライン

ライン

ライン

3

コンクリート面 ロードカラー蛍

シントーライナー＃200

シントーコンクリートGシーラー

コンクリート

下塗

下地

下地の新設アスファルトコンクリート面は、打設後最低２週間以上の交通開放期間を経て、
軽質油分等が消失してから施工してください。

ライン   1 シントーライナー＃200（常温） 白
（シントーライナーシンナー） 0.6～0.8 1時間以上

３０分以上0.6

0.6

0～5

0～3

0～3ロードカラー 蛍
（シントーライナーシンナー）

ロードカラー 蛍
（シントーライナーシンナー）

ライン   2

ライン   3

密粒アスファルト面

■屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、
　工場内の段差周辺、注意喚起のサイン ■ 屋内外のアスファルト面、コンクリート面の

　 歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン

■ 薄黄緑（発光色：青）

■ 薄黄緑（発光色：緑）

備考

ユカトップローラーエポ蛍 １回塗　4.5～5.0㎡／3.6㎏セット

平滑１回塗り　23～26㎡／4㎏セット

混合比主剤 硬化剤

備考混合比A剤 B剤

0.6㎏3.6㎏セット 3㎏ 主剤 : 硬化剤
５  ：  1　

ユカトップAU#600　白 0.8㎏4㎏セット 3.2㎏ 主剤 : 硬化剤
4  ：  1　

湿潤面用プライマー 平滑１回塗り　16～20㎡／2.4㎏セット0.8㎏2.4㎏セット 1.6㎏ A剤 : B剤
2  ：  1

アスファルト面

備考

ロードカラー蛍

シントーライナーシンナー

密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面：2回塗 1.6㎡／２㎏缶

コンクリート面：2回塗 2.2㎡／２㎏缶

専用シンナー

混合比

2㎏

16L・4L

シントーライナー#200（常温）白 密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ面：1回塗 5～6㎡／4㎏缶4㎏

ライン

ライン

2

ライン 3

ロードカラー蛍
ライン 2

ライン



ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。 ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

半艶アクリル樹脂系カラー舗装材

多くの実績を誇る定番のカラー舗装材
ロードカラー＃２００

①塗膜性能
　●超速乾性で、施工後 2 時間で水や摩耗に強い、
　　耐久力のある塗膜が得られます。
　●鮮やかな美しい色彩を長期にわたって保持します。
②塗装作業性
　●１液タイプのため、取り扱いが簡単です。
③安全性
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆

平滑仕上げ

艶消し特殊アクリルエマルションカラー舗装材

作業性に優れた水性カラー舗装材
水性ロードカラーⅡ

①塗膜性能
　●艶がなく落ち着いた色調のため、太陽の照り返しを減少します。
②塗装作業性
　●水性のため下地のアスファルトを侵しません。
　●１液タイプのため、取り扱いが簡単です。
③安全性
　●水性のため、溶剤臭や引火性がなく安全です。
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆。

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

■ スクールゾーン・遊歩道・自転車道・公園通路
　などの屋外通路、競技場通路・遊園地などの屋
　外レジャー施設
　＊車展示場、駐車場（特にタイヤ跡、汚れ等の外観が重視される床面） 
　　の用途には、使用を避けてください。

アスファルト
コンクリート面
平滑仕上げ

アスファルト
コンクリート面
防滑仕上げ

備考
ロードカラー＃２００

ロードカラーシンナーｱｽﾌｧﾙﾄ用

平滑２回塗り　22～32㎡／16㎏セット

アスファルトコンクリート面塗装用希釈剤

混合比
16㎏・４㎏

16Ｌ・４Ｌ

ロードカラーシンナーセメント用

ＳＰフロアー骨材№6 防滑専用骨材

コンクリート・モルタル面塗装用希釈剤16Ｌ・４Ｌ

25㎏

防滑仕上げ

防滑仕上げ

■ スクールゾーン・遊歩道・自転車道・公園通路などの屋外通路、
　 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設
　 ＊駐車場を塗装する場合は、別途ご相談ください。

■ シントーカラー舗装のカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

下地の新設アスコン面は、打設後最低2週間以上の交通開放期間を経て、軽質油成分等が消滅してから
施工してください。

ロードカラー#200
（ロードカラーシンナー　アスファルト用）

ロードカラー#200
（ロードカラーシンナー　アスファルト用）

1

1

2時間以上 ローラー
はけ

ローラー
はけ

0.30～0.40

0.20～0.30

5～15

5～15

備考
水性ロードカラーⅡ

混合比
15㎏・４㎏

25㎏

15㎏

ＳＰフロアー骨材№6

速乾水性シーラー

防滑専用骨材

下地の新設アスコン面は、打設後最低2週間以上の交通開放期間を経て、
軽質油成分等が消滅してから施工してください。

水性ロードカラーⅡ　100部
（水道水）

SPフロアー骨材No.6　40部

SPフロアー骨材No.6　40部

水性ロードカラーⅡ　100部
（水道水）

1 2時間以上

4時間以上
（歩行可能）

ローラー

ローラー1

0.40

0.16

0.30

0.12
0～3

0～3

防滑２回塗り　21㎡／15㎏缶

コンクリート面用下塗り



ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。 ご使用の際には必ず個別にあります単品カタログをご参照ください。

半艶アクリル樹脂系カラー舗装材

多くの実績を誇る定番のカラー舗装材
ロードカラー＃２００

①塗膜性能
　●超速乾性で、施工後 2 時間で水や摩耗に強い、
　　耐久力のある塗膜が得られます。
　●鮮やかな美しい色彩を長期にわたって保持します。
②塗装作業性
　●１液タイプのため、取り扱いが簡単です。
③安全性
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆

平滑仕上げ

艶消し特殊アクリルエマルションカラー舗装材

作業性に優れた水性カラー舗装材
水性ロードカラーⅡ

①塗膜性能
　●艶がなく落ち着いた色調のため、太陽の照り返しを減少します。
②塗装作業性
　●水性のため下地のアスファルトを侵しません。
　●１液タイプのため、取り扱いが簡単です。
③安全性
　●水性のため、溶剤臭や引火性がなく安全です。
　●鉛・クロムフリー、Ｆ☆☆☆☆。

■ シントーフロアーシリーズのカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

■ スクールゾーン・遊歩道・自転車道・公園通路
　などの屋外通路、競技場通路・遊園地などの屋
　外レジャー施設
　＊車展示場、駐車場（特にタイヤ跡、汚れ等の外観が重視される床面） 
　　の用途には、使用を避けてください。

アスファルト
コンクリート面
平滑仕上げ

アスファルト
コンクリート面
防滑仕上げ

備考
ロードカラー＃２００

ロードカラーシンナーｱｽﾌｧﾙﾄ用

平滑２回塗り　22～32㎡／16㎏セット

アスファルトコンクリート面塗装用希釈剤

混合比
16㎏・４㎏

16Ｌ・４Ｌ

ロードカラーシンナーセメント用

ＳＰフロアー骨材№6 防滑専用骨材

コンクリート・モルタル面塗装用希釈剤16Ｌ・４Ｌ

25㎏

防滑仕上げ

防滑仕上げ

■ スクールゾーン・遊歩道・自転車道・公園通路などの屋外通路、
　 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設
　 ＊駐車場を塗装する場合は、別途ご相談ください。

■ シントーカラー舗装のカラーカードをご覧ください
■ 調色対応可能

下地の新設アスコン面は、打設後最低2週間以上の交通開放期間を経て、軽質油成分等が消滅してから
施工してください。

ロードカラー#200
（ロードカラーシンナー　アスファルト用）

ロードカラー#200
（ロードカラーシンナー　アスファルト用）

1

1

2時間以上 ローラー
はけ

ローラー
はけ

0.30～0.40

0.20～0.30

5～15

5～15

備考
水性ロードカラーⅡ

混合比
15㎏・４㎏

25㎏

15㎏

ＳＰフロアー骨材№6

速乾水性シーラー

防滑専用骨材

下地の新設アスコン面は、打設後最低2週間以上の交通開放期間を経て、
軽質油成分等が消滅してから施工してください。

水性ロードカラーⅡ　100部
（水道水）

SPフロアー骨材No.6　40部

SPフロアー骨材No.6　40部

水性ロードカラーⅡ　100部
（水道水）

1 2時間以上

4時間以上
（歩行可能）

ローラー

ローラー1

0.40

0.16

0.30

0.12
0～3

0～3

防滑２回塗り　21㎡／15㎏缶

コンクリート面用下塗り



　　　スイセイユカトップ、
スイセイユカトップエポ、スイセイユカトップAU、
ユカトップAU＃600、ユカトップE＃400等●使われる環境を十分に考慮して、適性な材料と施工法を決定して下さい。

●被塗床面は、金ゴテなどで平滑に仕上げてください。また、コーナー部分、エッヂ部分は収縮や衝撃によりクラック、
　ワレを生じますので、下地にアールをつけてください。
●土間、地下室、暗渠など地下水の浸透が考えられる場所については、防水処理を事前に行ってください。
●常時水を使用される部位については、あらかじめ下地モルタルなどで水勾配をつけてください。

●下地コンクリート、モルタル面は、十分な材令期間を経過した後で施工してください。なお、表面含水率10％以
　下（コンクリート、モルタル水分計、換算による）、デジタル直読式水分計の場合は、含水率5％以下を確認し、
　表面アルカリ度pH10以下を目安にしてください。
●被塗床面のレイタンス層、脆弱層、突起物はポリッシャー、ディスクサンダーなどにより調整してください。クラック、
　巣穴等の凹部は、ユカトップ速乾パテまたはユカトップエポハードに増粘剤を混練した調整材等により、充填し
　てください。
●被塗面に付着している油脂類は、ユカトップ油面クリーナー等により、十分に除去してください。
●汚水、雨水などの水溜りはウエスで拭き取り、さらに自然乾燥、強制乾燥により完全に乾燥してください。（トーチ
　ランプ、バーナー等による強制乾燥は、コンクリート面を弱くする危険がありますので急激に行なわないようにし
　てください。）
●ごみ、塵埃などは、真空掃除機などで十分に除去してください。
●2液形の塗床材は、正確にはかりで計量し、電動撹拌機などにより十分に攪拌してご使用ください。
●被塗床面が結露している場合、気温5℃以下、相対湿度85％以上、降雨、降雪の予想されるとき、強風のとき
　は、施工を見合わせてください。
●軽量コンクリートへの施工は差し控えてください。
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　の平行作業を避けてください。
●シントーフロアーシリーズは低公害原料を使用していますが、直接皮膚に触れないよう十分に注意してください。
　もし触れた場合は、ウエスなどで十分に拭き取り、中性洗剤で洗ってください。
●材料の保管、取り扱いについては消防法、労働安全衛生法その他に基づき十分な管理をお願い致します。
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