
舗装材3 舗装材 4

■ 床用  標準色（12色）8㎜厚 ■ 高級色（3色）8㎜厚

【 透水性天然石最密構造樹脂舗装材 】

天然石をウレタン樹脂で固化させた、透水性天然石最密構造樹脂舗装材です。
コテとローラーを併用し、骨材間の空隙を充填骨材により充填することで最
密構造体となります。透水性舗装材全般の難点である強度の低さを改善し、
透水性にも優れたノンスリップタイプの新しい舗装材です。耐久性・耐候性も
向上し、カラーデザインも自由にできます。

用 途 強度と透水性が求められる場所に。 ノン
スリップ

床用は標準仕様です。
●最密充填骨材がノンスリップ性を高めます。

特 長 最密構造により強度アップした、
環境に優しい透水性舗装材。

ガレージ（駐車場）、アプローチ、エントランス、テラス、
ベランダ、玄関廻り、屋上、通路など。

メンテナンスについて
永くきれいにお使いいただくために「彩メンテコート」でのメンテナ
ンスをお勧めいたします。（ガレージ等にご使用の場合には定期的な
メンテナンスをお勧めします。）詳しくはP19をご参照ください。

＋

品　名

彩水性プライマー

彩アストンバインダー

骨材（1分石・2分石混合）

最密充填骨材

150g/ポリビン

840g/袋

14kg/袋

2.4kg/袋

荷　姿

品　名

彩水性プライマー

彩バインダー

彩バインダー

骨材（1分石、2分石混合）

最密充填骨材

4kg/ポリ容器

4kg/缶

18kg/缶

20kg/袋

3.4kg/袋

荷　姿

0.15

14

m2使用量（kg）

26.6

1.4

施工面積（m2）

■ 床用1㎡セット（8㎜厚） 総重量19㎏

コテ拭きや、道具の洗浄に!

別売品

■ 大面積用セット（8㎜厚）（m2に応じて各材料を積算します）
彩専用洗浄剤

●最密充填骨材により最密構造体となり、従来の透水性舗
装材よりも高強度を実現します。

●高強度のため、ガレージに対応できます。
●透水性に優れているため、舗装表面に水たまりができません。

※1： 天然石2分・1分混合タイプとの曲げ強度・圧縮強度試験データ比、離摩摩耗（ラベリング）試験データ比

汎用天然石樹脂舗装材強度の1.5倍、耐剥離摩耗性5倍！！
※1

骨材1袋（20kg）につき1袋

骨材1袋（20kg）につき1.15kg

特許取得製品

Metal

1日
工程

金ゴテ高い透水性！高い透水性！

転圧用
ローラー

※品番の違い、現場状況により㎡使用量の増減がございます。

●骨材は天然石のため、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
●目詰め材部分に白華による変色が生じる可能性があります。
●このカラーサンプルは印刷のため、実際の色調とは異なります。
●骨材は天然石のため、異物が混入する場合があります。
●骨材の種類・数量により多少納期が掛かる場合があります。
●ノンスリップ仕様は多少艶が落ちます。

●天然石のため錆が出る場合があります。   
●温泉の成分により骨材が欠けたり割れる場合があります。
●特注色（天然石）についてはお問い合わせください。
●品番の下2ケタが同じものは同種の骨材です。
●品番は予告なく変更・廃番にする場合があります。
●高級色は標準色より高価格です。

舗装材全商品共通の注意事項

UR-503 UR-504 UR-507 UR-526

UR-544 UR-547 UR-565 UR-569

UR-571 UR-572 UR-577 UR-585

▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。

UR-587 UR-588UR-586

▲軽歩行・室内・水に濡れない場所限定とします。

軽歩行に適する品番（4色）8㎜厚 （重歩行や車輌通行の頻度が高い場所は避けてください）

UR-539 UR-554 UR-550 UR-570



舗装材5 舗装材 6

■ 床用  標準色（11色）8㎜厚

【 天然石洗い出し樹脂舗装材 】

日本古来の伝統である洗い出しを水洗いすることなく、再現した斬新で環境にやさしい工法です。内部で
も施工が簡単で、しかも無公害。現代建築や公園、遊歩道、アプローチ、エントランスなどに落ち着いた
風合いが生まれます。

ウレタン樹脂とセメントによるハイブリット製品

特許取得製品

GR（グリーン） BR（ブラウン） YE（イエロー）

用 途 より強度が求められる場所に。
ガレージ（駐車場）、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、
玄関廻り、屋上、通路、池など。

特 長 伝統の「洗い出し」を室内・外で鮮やかに再現。

■ 床用1㎡セット（8㎜厚） 総重量20㎏
品　名

彩水性プライマー
彩洗い出しバインダー
骨材（2分石）

彩洗い出し目詰め材
（ノンスリップの場合）ノンスリップ骨材
（目地材カラーの場合）顔料

150g/ポリビン
620g/袋
14kg/袋
4.5kg/袋
300g/袋
80g/袋

荷　姿

ノンスリップ
仕様細骨材

ゴムゴテ金ゴテ

2日
工程

コテ拭きや、道具の洗浄に!

彩専用洗浄剤

別売品

目詰めゴテ

別売品

品　名
彩水性プライマー
彩バインダー
彩バインダー
骨材（2分石）

彩洗い出し目詰め材
（ノンスリップの場合）ノンスリップ骨材
（目地材カラーの場合）顔料

4kg/ポリ容器
4kg/缶
18kg/缶
20kg/袋
20kg/袋
30kg/袋
200g/袋

荷　姿
0.15
0.63
0.63
14
4.5
0.28

m2使用量（kg）
26.6
6.3
28.5
1.4
4.4
107

施工面積（m2）

※品番の違い、現場状況により㎡使用量の増減がございます。

■ 大面積用セット（8㎜厚）（m2に応じて各材料を積算します）

目詰め材1袋につき2袋
目詰め材カラー
（全品番に対応できます。）

・無溶剤一液型ウレタン樹脂を使用しているため、室内でも匂いが気になりません。
・水で洗い流す必要がないため、室内にも施工できます。
・天然石と目詰め材カラーの組合せで、多彩なカラーバリエーションを生み出します。

標準（グレー） BK（ブラック）

■ 高級色（3色）8㎜厚

※舗装材全商品共通の注意事項に関しましてはP.4をご確認ください。

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。

（全ての品番に施工できます）

TX-686BK  目詰め材ブラック
（全ての品番に施工できます。白華が目立つ可能性があります）

TX-650GR  目詰め材グリーン
（全ての品番に施工できます）

TX-687BR  目詰め材ブラウン TX-639YE  目詰め材イエロー
（全ての品番に施工できます）

TX-687 TX-688TX-686

▲室内・水に濡れない場所限定とします。

軽歩行に適する品番（4色）8㎜厚 （重歩行や車輌通行の頻度が高い場所は避けてください）

目詰め材の種類

TX-639 TX-650 TX-654 TX-670

TX-604 TX-626TX-607

TX-644 TX-665 TX-668

TX-669 TX-672 TX-677 TX-685

TX-604  ノンスリップ仕様
※全ての品番に対応できます。通常のタイプと仕上がりは変わります。

TX-647
▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。



■ 床用  標準色（8色）10㎜厚

【 天然石洗い出し樹脂舗装材 】

日本古来の伝統である洗い出しを水洗いすることなく、再現した斬新で環境にやさしい工法です。内部で
も施工が簡単で、しかも無公害。現代建築や公園、遊歩道、アプローチ、エントランスなどに落ち着いた
風合いが生まれます。

ウレタン樹脂とセメントによるハイブリット製品

特許取得製品

品　名
彩水性プライマー
彩洗い出しバインダー
骨材（3分石）

彩洗い出し目詰め材
（ノンスリップの場合）ノンスリップ骨材
（目地材カラーの場合）顔料

150g/ポリビン
620g/袋
18kg/袋
6kg/袋
300g/袋
120g/袋

荷　姿

品　名
彩水性プライマー
彩バインダー
彩バインダー
骨材（3分石）

彩洗い出し目詰め材
（ノンスリップの場合）ノンスリップ骨材
（目地材カラーの場合）顔料

4kg/ポリ容器
4kg/缶
18kg/缶
20kg/袋
20kg/袋
30kg/袋
200g/袋

荷　姿
0.15
0.63
0.63
18
6
0.36

m2使用量（kg）
26.6
6.3
28.5
1.1
3.3
83

目詰め材1袋につき2袋

施工面積（m2）

■ 床用1㎡セット（10㎜厚） 総重量25㎏

コテ拭きや、道具の洗浄に!

別売品 別売品

ノンスリップ
仕様細骨材

■ 大面積用セット（10㎜厚）（m2に応じて各材料を積算します）
彩専用洗浄剤 目詰めゴテ

用 途 より強度が求められる場所に。
ガレージ（駐車場）、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、
玄関廻り、屋上、通路、池など。

特 長 伝統の「洗い出し」を室内・外で鮮やかに再現。
・無溶剤一液型ウレタン樹脂を使用しているため、室内でも匂いが気になりません。
・水で洗い流す必要がないため、室内にも施工できます。
・天然石と目詰め材カラーの組合せで、多彩なカラーバリエーションを生み出します。

ゴムゴテ金ゴテ

2日
工程

※品番の違い、現場状況により㎡使用量の増減がございます。GR（グリーン） BR（ブラウン） YE（イエロー）

目詰め材カラー
（全品番に対応できます。）

標準（グレー） BK（ブラック）

舗装材7 舗装材 8※舗装材全商品共通の注意事項に関しましてはP.4をご確認ください。

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。

■ 高級色（3色）10㎜厚■ 高級色（3色）10㎜厚

TX-804 TX-826TX-807

TX-847 TX-869TX-865 TX-877

TX-885 TX-886 TX-887 TX-888

※全ての品番に対応できます。通常のタイプと仕上がりは変わります。
TX-804  ノンスリップ仕様

軽歩行に適する品番（6色）10㎜厚 （重歩行や車輌通行の頻度が高い場所は避けてください）

TX-871 TX-873TX-870

TX-839YE  目詰め材イエロー TX-886BK  目詰め材ブラックTX-887BR  目詰め材ブラウンTX-850GR  目詰め材グリーン

TX-839 TX-850 TX-854

目詰め材の種類

（全ての品番に施工できます）（全ての品番に施工できます。白華が目立つ可能性があります）（全ての品番に施工できます） （全ての品番に施工できます）

▲軽歩行・室内・水に濡れない場所限定とします。



■ 高級色（3色）8㎜厚■ 高級色（3色）8㎜厚■ 高級色（3色）8㎜厚■ 高級色（3色）8㎜厚

仕上材9 仕上材 10

■ 彩立上りビーンズ1分石  標準色（10色）8㎜厚

【 天然石樹脂仕上材 】

当社独自のバインダー（接着剤）と施工方法により、天然石樹脂仕上材が簡単に立面に施工が可能です。
カラフルなデザインに仕上がり、耐水性と耐候性かつ耐久性が高い仕上げ材です。

用 途 階段、手すり壁、基礎、腰壁、モニュメントなど。
（施工できる高さは1m程度とします）

特 長
・優れた作業性なので立面への施工が簡単
・独自のバインダーを使用することで、耐水性、耐候性かつ耐久性が向上
・多彩なカラーバリエーションを生み出します。

品　名

下塗り用バインダー

骨材混練用バインダー

骨材

430g/袋

920g/袋

14kg/袋

荷　姿 品　名

下塗り用バインダー

骨材混練用バインダー

骨材（1分石2分石混合）

430g/袋

920g/袋

14kg/袋

荷　姿

■ 彩立上りビーンズ1分石 1㎡セット（8㎜厚）総重量16㎏

天然石樹脂仕上材を立面に簡単施工！

特許取得製品

Metal

1日
工程

金ゴテ

BW-44 BW-47 BW-50

BW-54

BW-03 BW-04 BW-07 BW-26

BW-39

BW-65 BW-77BW-70

BW-86 BW-87 BW-88

※骨材は品番により、若干の増減があります。

■ 彩立上りビーンズ2分石  標準色（10色）8㎜厚

BW-544 BW-547 BW-550

BW-554

BW-503 BW-504 BW-507 BW-526

BW-539

BW-565 BW-577BW-570

BW-586 BW-587 BW-588

▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。

立上りビーンズ
立上りビーンズ

（1分石2分石混合）

室内・水に濡れない場所限定とします。室内・水に濡れない場所限定とします。 室内・水に濡れない場所限定とします。室内・水に濡れない場所限定とします。

▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。

※舗装材全商品共通の注意事項に関しましてはP.4をご確認ください。

※出隅部は外的な力により欠けることがあります。

■ 彩立上りビーンズ2分石（1分2分石混合） 1㎡セット（8㎜厚）総重量16㎏



■ 高級色（3色）8㎜厚■ 高級色（3色）8㎜厚 ■ 高級色（3色）8㎜厚■ 高級色（3色）8㎜厚

11 12

■ 彩立上り洗い出し1分石  標準色（9色）8㎜厚

【 天然石樹脂仕上材 】

当社独自のバインダー（接着剤）と施工方法により、天然石樹脂仕上材が簡単に立面に施工が可能です。
カラフルなデザインに仕上がり、耐水性と耐候性かつ耐久性が高い仕上げ材です。

用 途 階段、手すり壁、基礎、腰壁、モニュメントなど。
（施工できる高さは1m程度とします）

特 長

・優れた作業性なので立面への施工が簡単
・独自のバインダーを使用することで、耐水性、耐候性かつ耐久性が向上
・天然石と目詰め材カラーの組合せで、多彩なカラーバリエーションを生み出します。
・水で洗い流す必要がないため、室内にも施工できます。

■ 彩立上り洗い出し1分石 1㎡セット（8㎜厚）総重量19㎏

天然石樹脂仕上材を立面に簡単施工！

品　名

下塗り用バインダー

骨材混練用バインダー

骨材

立上り用目詰め材

顔料（目詰め材カラーの場合）

430g/袋

920g/袋

14kg/袋

2kg/袋

40g/袋

荷　姿 品　名

下塗り用バインダー

骨材混練用バインダー

骨材（1分石2分石混合）

立上り用目詰め材

顔料（目詰め材カラーの場合）

430g/袋

920g/袋

14kg/袋

2kg/袋

40g/袋

荷　姿

BWA-47 BWA-50 BWA-54 BWA-65

BWA-04 BWA-26 BWA-39 BWA-44

BWA-77 BWA-86 BWA-87 BWA-88

※骨材は品番により、若干の増減があります。

※出隅部は外的な力により欠けることがあります。

■ 彩立上り洗い出し2分石  標準色（9色）8㎜厚

BWA-547 BWA-550 BWA-554 BWA-565

BWA-504 BWA-526 BWA-539 BWA-544

BWA-577

▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。 ▲ロットにより骨材の色の濃さが変わります。都度サンプルでご確認ください。

立上り洗い出し
立上り洗い出し

（1分石2分石混合）

BWA-586 BWA-587 BWA-588

※舗装材全商品共通の注意事項に関しましてはP.4をご確認ください。

BWA-86BK  目詰め材ブラックBWA-50GR  目詰め材グリーン BWA-87BR  目詰め材ブラウン BWA-39YE  目詰め材イエロー

目詰め材の種類

（全ての品番に施工できます）（全ての品番に施工できます。白華が目立つ可能性があります）（全ての品番に施工できます） （全ての品番に施工できます）

BWA-586BK  目詰め材ブラックBWA-550GR  目詰め材グリーン BWA-587BR  目詰め材ブラウン BWA-539YE  目詰め材イエロー

目詰め材の種類

（全ての品番に施工できます）（全ての品番に施工できます。白華が目立つ可能性があります）（全ての品番に施工できます） （全ての品番に施工できます）

GR（グリーン） BR（ブラウン） YE（イエロー）
目詰め材カラー
（全品番に対応できます。） 標準（グレー） BK（ブラック）

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。

GR（グリーン） BR（ブラウン） YE（イエロー）
目詰め材カラー
（全品番に対応できます。） 標準（グレー） BK（ブラック）

標準はグレーです。着色目地材の場合は、末尾にアルファベットが付きます。

特許取得製品

Metal

2日
工程

ゴムゴテ金ゴテ

仕上材 仕上材

▲室内・水に濡れない場所限定とします。▲室内・水に濡れない場所限定とします。

■ 彩立上り洗い出し2分石（1分2分石混合） 1㎡セット（8㎜厚）総重量19㎏


