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＜国内塗料＞

大日本塗料北海道㈱（北海道）、日塗化学㈱（東京）

千葉化工㈱（千葉）、日東三和塗料㈱（滋賀）

サンデーペイント㈱（大阪）、DNTサービス㈱（大阪）

ジャパンパウダー塗料製造㈱（大阪）、岡山化工㈱（岡山）

DNT山陽ケミカル㈱（広島）

ビーオーケミカル㈱（福岡）

＜海外塗料＞

Thai DNT Paint Mfg. Co., Ltd.（タイ）

DNT Singapore Pte., Ltd.（シンガポール）

DNT Paint（Malaysia）Sdn. Bhd.（マレーシア）

PT. DNT INDONESIA（インドネシア）

Lilama3-Dai Nippon Toryo Co., Ltd.（ベトナム）

迪恩特塗料（上海）有限公司（中国）

DAI NIPPON TORYO MEXICANA,S.A.de C.V.（メキシコ）

DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V.（メキシコ）

＜照明機器＞

DNライティング㈱（神奈川）、ニッポ電工㈱（秋田）

＜蛍光色材＞

シンロイヒ㈱（神奈川）

＜その他＞

日塗エンジニアリング㈱（神奈川）、ニットサービス㈱（大阪）

会社概要

大日本塗料株式会社

Dai Nippon Toryo Company, Limited

当社は、新しい価値の創造を通じて地球環境

や資源を護り、広く社会の繁栄と豊かな暮ら

しの実現に貢献できる企業を目指します。

〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条6-1-124

Tel:06-6466-6661

Fax:06-6462-0788

E-mail:dnt-sou@star.dnt.co.jp

URL: http://www.dnt.co.jp/

昭和4年7月25日

8,827,369,650円

（平成29年7月1日現在）

3月31日

男子 640名

女子 115名

合計 755名

（平成29年7月1日現在）

塗料・ジェットインクの製造、販売、

各種塗装機器装置の販売、塗装工事等

商 号

経 営 理 念

本 社

ホームページ

設 立

資 本 金

決 算 日

従 業 員 数

主要な事業内容

その他 
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商品構成（平成29年3月31日現在）
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子会社及び関連会社
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役員の状況

室　内　聖　人 

藤　井　浩　之 

山　本　基　弘 

岩　田　哲　夫 

野　田　秀　吉 

木　村　直　之 

野　田　秀　吉 生産部門長 

須　川　哲　夫 
スペシャリティ事業部門長兼 
スペシャリティ事業部長 

塗料事業部門長 

山　本　基　弘 技術開発第一グループ長兼塗料事業部門 
副部門長（技術統括） 

技術開発部門長兼開発部長兼 

木　村　直　之 常務執行役員 海外事業企画部長兼 
資材担当 

国際本部長兼 

乕　田　宏　行 DNT Marketing Pte., Ltd.社長兼 
DNT Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.社長兼 
PT. DNT INDONESIA 会長 

DNT Singapore Pte., Ltd.社長兼 
東南アジア・インド地域統括兼 

高　松　　　厚 資材本部長兼原料評価室長 

加　藤　靖　之 塗料事業部門塗料販売事業部長 

永　野　達　彦 管理本部副本部長兼財務担当 

日東三和塗料(株) 代表取締役社長 
岡山化工(株) 代表取締役社長 

月桂冠(株) 監査役 

灰　　　恭　一 

(株)島津製作所 常任監査役 

福　岡　靖　之 ニチユ三菱フォークリフト(株)監査役 
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昭和 4年 7月 日本電池(株)(現(株)ジーエス・ユアサ
コーポレーション)より分離独立し、
鉛粉塗料株式会社として発足　資本金
50万円

4年 8月 大阪の阿部ペイント製造所を買収
（大阪工場）

11年 5月 横浜の旭ラッカー製造所を吸収合併
し横浜工場開設、社名を大日本塗料
株式会社に改称

21年 9月 平塚に放電灯工場を建設（昭和52年
6月照明機器事業部門が分離独立し
て、ニッポ電機(株)となる）

24年 5月 東京、大阪、京都各証券取引所に
株式を上場

33年 8月 大船に有機蛍光顔料及び蛍光塗料の工
場を建設（昭和34年6月独立して、
シンロイヒ(株)となる）

37年 7月 小牧に塗料工場を建設（現 小牧工場）

41年 4月 家庭塗料部門を切離し、サンデーペ
イント(株)を設立

43年 5月 物流合理化のためニットサービス
(株)を設立

45年 5月 タイに合弁会社Thai DNT Paint
Mfg.Co.,Ltd.を設立

47年 1月 秋田県にニッポ放電灯の生産専門会
社、ニッポ電工(株)を設立

47年10月 シンガポールに合弁会社 BONNTILE-
DNT INDUSTRIES(S) PTE.,LTD.を
設立（平成3年7月社名を DNT
Singapore Pte.,Ltd.に改称）

50年10月 塗装及び環境エンジニアリング部門
を分離し、日塗エンジニアリング
(株)を設立

63年 4月 栃木県大田原に塗料工場を建設
（横浜工場を移転、現 那須工場）

平成13年10月 自動車、プラスチック用塗料に優れた
技術を有する田辺化学工業(株)と合併

15年 5月 メキシコ合衆国にDAI NIPPON TORYO
MEXICANA,S.A.de C.V.を設立

17年 3月 生産体制の集約・効率化に伴う大阪
工場の閉鎖

平成18年 3月 ニッポ電機(株)がJASDAQに株式を上場

18年 6月 日塗化学(株)を設立、新日鐵化学(株)の
防食塗料事業を譲受け、同年10月操業
開始

20年 8月 照明機器の製造販売会社 ダイア蛍光
(株)の株式を取得し、連結子会社化

21年 8月 調色会社としてＤＮＴサービス(株)を
設立

21年 8月 照明機器の販売会社としてＤＮライ
ティング(株)を設立

21年10月 調色会社 大阪ＤＮＴサービス(株)、
東京ディ・エヌ・ティサービス(株)、
横浜デイ・エヌ・テイ・サービス(株)及び
中部ディ・エヌ・ティ・サービス(株)
をＤＮＴサービス(株)に吸収合併

22年 7月 ベトナムに合弁会社Lilama3-Dai
Nippon Toryo Co.,Ltd.を設立

24年12月 ニッポ電機(株)を株式交換により
100％子会社化（JASDAQ上場廃止）

25年 1月　 販売会社 大日本塗料販売(株)、東京
ケミカル(株)、大阪ケミカル(株)及び
九州ケミカル(株)を吸収合併

25年 4月　 ダイア蛍光(株)及びＤＮライティング
(株)をニッポ電機(株)に吸収合併し、
社名をＤＮライティング(株)に改称

25年 6月　 メキシコ合衆国に関西ペイント(株)
と の 合 併 会 社 DNT KANSAI
MEXICANA S.A.de C.V.を設立

25年 7月　 日塗不動産(株)及びDNTビジネスサ
ービス(株)を吸収合併

27年 1月　 関西ペイント(株)の連結子会社である
久保孝ペイント(株)との合弁会社ジャ
パンパウダー塗料製造(株)を設立

沿革
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株式・資本 主要取引銀行

三菱東京UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行

横 浜 銀 行

授権株式数 466,406,000株（平成29年7月1日現在）

発行済株式総数 148,553,393株（平成29年7月1日現在）
（注）平成29年6月29日開催の第134期定時株主総会において、当社　

普通株式について5株を1株に併合することが承認可決され、平成

29年10月1日をもって、授権株式数466,406,000株から93,2

80,000株に、発行済株式総数も株式併合割合に基づき減少いた　

します。

上場証券取引所
東京証券取引所 市場第一部

主要株主（平成29年3月31日現在）
明治安田生命保険相互会社

株式会社三菱東京UFJ銀行

DNT取引関係持株会

三菱商事株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

富国生命保険相互会社

株式会社島津製作所

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

（持株比率％）

（4.71）

（4.13）

（4.10）

（4.00）

（3.41）

（3.36）

（3.36）

（3.29）

（2.98）

（2.76）

千株

7,000

6,141

6,102

5,942

5,068

5,002

5,001

4,899

4,441

4,112

昭和 4年 7月

平成 3年 6月

5年 6月

13年10月

18年 3月

千円

500

6,146,969

6,441,769

7,507,369

8,827,369

資本金の推移
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従業員数
（人）

61

210

195

230

59

755

事業内容 事業所

従業員・生産能力

5

（注）1. 従業員数には出向者を含んでおります。
2. 生産能力については上記の他、グループ内の生産協力会社合計7,000 t／月を有しております。

本社業務

営 業

研究開発

そ の 他

合計

本社・大阪事業所

那須事業所・小牧事業所他

大阪・東京・名古屋
他各営業所

那須工場・小牧工場
（計6,000 t /月）

生 産
（生産能力）
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●ML-3000 
 （ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料） 
●SCCシャット 
 （ステンレス応力腐食割れ対策用塗布剤） 
●SDCコート＃402Tエコ・＃602Tエコ 
 （環境対応形タールエポキシ樹脂塗料） 
●SDCコート＃420TエコG・＃620TエコG 
 （非特定化学物質形タールエポキシ樹脂塗料） 
●T.Dプライマー 4F 
 （全国鐵構工業協会ご指定さび止め塗料） 
●Vグラン・Vグランジンク 
 （一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂さび止め塗料） 
●Vシリコンスーパー 
 （弱溶剤厚膜形シリコン変性エポキシ樹脂系下上塗兼用塗料） 
●VシリコンUNI 
 （ターペン可溶形一液特殊変成アクリルシリコン樹脂塗料） 
●VトップH 
 （ポリウレタン樹脂塗料） 
●VトップHB 
 （厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料） 
●VトップHBスマイル 
 （厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料弱溶剤形） 
●VトップHスマイル 
 （ポリウレタン樹脂塗料弱溶剤形） 
●VフロンHB 
 （厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料） 
●VフロンHBクリーンスマイル 
 （厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料弱溶剤形） 
●VフロンSQスマイル上塗 
 （高耐久性ふっ素樹脂塗料上塗） 
●Vフロン♯100H 
 （超耐候性ふっ素樹脂塗料） 
●Vフロン♯100Hスマイル 
 （超耐候性ふっ素樹脂塗料弱溶剤形） 
●Vフロン♯100クリーン 
 （超耐候性汚れ防止形ふっ素樹脂塗料） 
●Vフロン♯100クリーンスマイル 
 （超耐候性汚れ防止形弱溶剤ふっ素樹脂塗料） 
●イーラス 
 （保護性さび形成促進処理剤） 
●エバーコン 
 （コンクリート用有機無機複合形水系被覆材） 
●エポオール 
 （浸透性変性エポキシ樹脂カラーさび止め塗料） 
●エポオール♯65 
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料厚膜形） 
●エポオールHB 
 （浸透性省工程厚膜形変性エポキシ樹脂塗料） 
●エポオールHBスマイル 
 （浸透性厚膜形変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形） 
●エポオールNS-R 
 （無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料） 
●エポオールスマイル 
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形） 
●エポオールUNI 
 （ターペン可溶形浸透性一液変性エポキシ樹脂塗料） 
●エポオールワイド 
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形） 
●エポオール♯85 
 （変性エポキシ樹脂塗料内面用） 
●エポニックスAL 
 （特殊エポキシ樹脂アルミ塗料） 
●エポニックスH・エポニックスH-R 
 （超厚膜形エポキシ樹脂塗料300μmタイプ） 
●エポニックスSHB-SP 
 （超厚膜形エポキシ樹脂塗料） 
●エポニックスWP-NS 
 （JWWA K 157適合品） 
●エポニックスWP-ST 
 （JWWA K 135適合品） 
●エポニックス♯10,♯20,♯30HB 
 （エポキシ樹脂系防食塗料） 
●エポニックス♯310DV 
 （タンク内面用エポキシ樹脂塗料） 

●エポニックス♯90下塗-R 
 （溶融亜鉛めっき用エポキシ樹脂下塗塗料） 
●ガードシールHL 
 （水中硬化形エポキシ樹脂塗料） 
●ガードシールZ 
 （湿潤鋼材面用エポキシ樹脂塗料） 
●ガードシールLP 
 （温潤コンクリート面用エポキシ樹脂塗料） 
●カイザーシリーズ 
 （ウレタンエラストマー被覆材） 
●グリーンズボイド速乾 
 （鉛・クロムフリーさび止めペイント） 
●グリーンボーセイ建築用 
 （鉛・クロムフリー一般用さび止めペイント） 
●グリーンボーセイ速乾 
 （鉛・クロムフリーさび止めペイント） 
●グリーンボーセイ超速乾 
 （鉛・クロムフリーさび止めペイント） 
●サビシャット 
 （塗布形素地調整軽減剤） 
●シーブルーキング 
 （錫フリー自己研磨形船底防汚塗料） 
●ゼッ夕ールEP-2 
 （有機ジンクリッチプライマー） 
●ゼッ夕ールEP-2HB 
 （厚膜形有機ジンクリッチペイント） 
●ゼッ夕ールEP-2HBスマイル 
 （厚膜形有機ジンクリッチペイント弱溶剤形） 
●ゼッ夕ールEP-HF 
 （高摩擦有機ジンクリッチペイント） 
●ゼッ夕ールOL 
 （無機ジンクリッチプライマー） 
●ゼッ夕ールOL-HB 
 （厚膜形無機ジンクリッチペイント） 
●ソーデントップシリーズ 
 （送電鉄塔用飛散防止形塗料） 
●タイコーマリンシリーズ 
 （アルキド樹脂系塗料） 
●パイロジン 
 （耐熱塗料） 
●フェノン 
 （フェノール樹脂塗料） 
●プリマイトCF-100 
 （エッチングプライマー） 
●マジックアート 
 （落書き・貼紙防止透明塗布材） 
●レジガードWP-NS 
 （JWWA K 143規格適合品） 
●レジガード#100システム 
 （表面保護） 
●レジガード#200EHシステム 
 （表面保護） 
●レジガードHGシステム 
 （表面被覆（はく落）） 
●レジガードSD工法 
 （表面被覆（はく落）） 
●レジソークType1 
 （浸透性吸水防止材） 
●レジライニング♯50システム 
 （タンク内面用ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料） 
●水性エポオール 
 （水性変性エポキシ樹脂下塗塗料） 
●水性エポニックス中塗 
 （水性エポキシ樹脂中塗塗料） 
●水性グリーンボーセイ建築用 
 （水性さび止めペイント） 
●水性グリーンボーセイ速乾 
 （水性さび止めペイント） 
●水性ゼッタールEP-2HB 
 （水性厚膜形エポキシ樹脂ジンクリッチペイント） 
●水性Vトップ#100H上塗 
 （水性ポリウレタン樹脂上塗塗料） 
●水性Vフロン#100H上塗 
 （水性ふっ素樹脂上塗塗料） 
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●DNTウレ夕ンスマイルクリーン 
 （低汚染形弱溶剤系ウレタン樹脂塗料） 
●DNTウレ夕ンスマイルクリーン弾性 
 （低汚染形弱溶剤系弾性ウレタン樹脂塗料） 
●DNTシリコンスマイルクリーン 
 （低汚染弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料） 
●DNT弾性タイル 
 （アクリルゴム系複層仕上げ塗材） 
●DNTビューアクリル 
 （一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料） 
●DNTビューアクリル弾性 
 （低汚染形水系弾性アクリル樹脂塗料） 
●DNTビューウレタン 
 （一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料） 
●DNTビューウレタン弾性 
 （低汚染形水系弾性ウレタン樹脂塗料） 
●DNTビューシリコン 
 （一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂塗料） 
●DNTビューシリコン弾性 
 （低汚染形水系弾性アクリルシリコン樹脂塗料） 
●DNTビューフッソ 
 （一液反応硬化形水系ふっ素樹脂塗料） 
●SBライズコートアクア,SBライズコートスマイル 
 （多彩模様サイディングボード用クリヤー） 
●Vシリコン一液スマイル UNI 
 （一液反応硬化形シリコン変性樹脂塗料 弱溶剤形） 
●Vシリコンマイルド 
 （建築用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料） 
●Vトップ 
 （アクリルウレタン樹脂系塗料） 
●Vトップ一液スマイル UNI 
 （一液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 弱溶剤形） 
●Vフロン♯200 
 （常温硬化形ふっ素樹脂塗料） 
●Vフロン♯200クリーン 
 （常温硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料） 
●Vフロン♯200スマイル 
 （弱溶剤形ふっ素樹脂塗料） 
●アクアマリンタックレス 
 （リベット構造型水性硬質塗料） 
●アクリルルーベン 
 （アクリル樹脂系トタンペイント） 
●アロナEPO 
 （水系変性エポキシ樹脂さび止め塗料） 
●ウレタンルーベン 
 （ウレタン樹脂系トタンペイント） 
●ウレテイトフロア 
 （木質床用塗料） 
●エコクールシリーズ 
 （高日射反射率塗料シリーズ） 
●エコンルーフ 
 （トタン屋根塗り替え用） 
●クリーンテクノ 
 （帯電防止塗料） 
●さび止めルーベン 
 （トタン専用油性系さび止めペイント） 
●シリコンルーベンアルファ 
 （一液アクリルシリコン樹脂系トタンペイント） 
●シリコンルーベン2液 
 （弱溶剤形シリコン樹脂トタンペイント） 
●水性ビルデック 
 （合成樹脂エマルションペイント防かび強膜塗料） 
●水性マイティーシーラーマルチ 
 （カチオン形高性能外装用水系シーラー） 
●水性リフレッシュシリコン防藻・防かび 
 （カラーベスト塗り替え用シリコン樹脂塗料） 
●タイコーぺイント 
 （合成樹脂調合ペイント普及品） 
●夕イコーぺイントDX MAX 
 （合成樹脂調合ペイント高級品） 
●夕イコーぺイントフォースター 
 （環境対応形合成樹脂調合ペイント） 
●タイコーマリン 
 （合成樹脂調合ペイント） 

●タイコールーベン 
 （合成樹脂系トタンペイント） 
●ダンディシリコンクリーン 
 （セラミック変性シリコン樹脂単層弾性仕上材） 
●ダンディニュー 
 （多機能形単層弾性仕上材） 
●ノボクリーン・ノボクリーンビュー・ノボクリーンバイオ 
 （ゼロVOC室内環境対応形水系塗料） 
●ノボクリーンエポシーラー 
 （ゼロVOC水系エポキシ樹脂シーラー） 
●ノンモールドMUスーパー,ノンモールドMAスーパー,ノンモールドNADスーパー 
 （弱溶剤形防かび・防藻塗料） 
●ハイメル 
 （フタル酸樹脂エナメル） 
●ハイメルQuick 
 （超速乾形フタル酸樹脂エナメル） 
●ハイメルシルキー 
 （高級仕上げフタル酸樹脂エナメル） 
●ハイメルフォースター 
 （環境対応形フタル酸樹脂エナメル） 
●ハイライト♯600, ハイライト♯400 
 （超低VOC合成樹脂エマルションペイント） 
●ビニローゼ 
 （塩化ビニル樹脂エナメル） 
●ビューテックス 
 （汚染防止用特殊アクリル樹脂塗料） 
●ビューハイメル 
 （架橋形水系特殊アクリル樹脂塗料） 
●ビルデック 
 （弱溶剤形防かびつや消し塗料） 
●ビルデックグリーン 
 （微臭性弱溶剤形防かび塗料） 
●マイティー一液エポシーラー 
 （一液エポキシ樹脂系シーラー） 
●マイティーエポキシパテ 
 （コンクリート用鏡面仕上げ用パテ） 
●マイティーエポシーラー 
 （ターペン系エポキシ樹脂シーラー） 
●マイティーカラーゼロVOC 
 （VOCを含まない建築用塗料水系着色剤） 
●マイティー万能エポシーラー 
 （弱溶剤形二液オールインワンシーラー） 
●マイティー万能水性シーラー 
 （水性二液オールインワンシーラー） 
●リフレッシュシリコンEXTRA 
 （カラーベスト塗り替え用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料） 
●ルーベンエポプライマー 
 （トタン屋根用一液浸透性エポキシ系樹脂プライマー） 
●レジセメン♯3 
 （エポキシ樹脂系床用ライニング材） 
●レジフロアー 
 （エポキシ樹脂系床用塗料） 
●レジフロアーU 
 （ウレタン樹脂系床用塗料） 
●ワンツーエポ 
 （一液形変性エポキシ樹脂系建築用さび止め塗料） 
●釉元5号S 
 （有機・無機複合塗料） 
●床コー卜アクリル・水性床コートアクリル 
 （防塵・美装用床塗料） 
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●FBプライマー 
 （特殊変性エポキシ樹脂系万能プライマー） 
●FBプライマーECO 
 （環境対応形焼付用エポキシ樹脂下塗塗料） 
●FINE Ｖ-ＰET 
 （薄膜美装用粉体塗料） 
●T-639 LINE トップコートクリヤー 
 （高耐候性 熱硬化形アクリル樹脂塗料） 
●T-636 LINE メタリックベース 
 （高耐候性 熱硬化形アクリルメラミン樹脂塗料） 
●T-800 LINE 
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料） 
●T-858 LINE メタリックベース 
 （高耐候性 熱硬化形アクリルメラミンポリエステル樹脂塗料） 
●T-1100 LB ベースメタリック 
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂低温焼付塗料） 
●V-ＰET 
 （粉体塗料） 
●Vクロマ 
 （一液性熱硬化形ポリウレタン樹脂塗料） 
●Vシャイン 
 （高外観アクリル変性ポリウレタン樹脂エナメル） 
●Vセラン♯100,♯200,♯300,♯600  
 （無機質建材用塗料） 
●Vトップ車輌用ゴールド 
 （環境対応形工業用アクリルウレタン樹脂塗料） 
●Vニット 
 （プレコートメタル用塗料） 
●Vハード♯500 
 （セラミック系焼付塗料） 
●Vフロン♯2000 
 （熱硬化形ふっ素樹脂塗料） 
●Vフロン♯2000FC 
 （熱硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料） 
●Vフロン♯800車輌用クリーン 
 （常温乾燥形超耐候性汚れ防止形ふっ素樹脂塗料） 
●アイアンプライマー 
 （特殊変性アルキド樹脂系下塗塗料） 
●アクアプラニット 
 （水系プラスチック塗料） 
●アクアマイティーエポ♯1000 
 （環境対応形水系エポキシ樹脂塗料） 
●アクアマイティープライマー 
 （環境対応形水系アルキドメラミン樹脂塗料） 
●アクリタン 
 （プラスチック用二液型アクリルウレタン塗料） 
●アクリタンスーパー♯3000 
 （二液性アクリルウレタン樹脂塗料） 
●NEWアクローゼ 
 （環境対応形焼付アクリル樹脂塗料） 
●アクローゼ♯9200メタリックベース 
 （高耐候性熱硬化形アクリル樹脂塗料） 
●アクローゼ♯9200トップクリヤーコート 
 （高耐候性熱硬化形アクリル樹脂塗料） 
●アクローゼ♯9900LBトップクリヤー 
 （熱硬化形アクリルメラミン樹脂低温焼付塗料） 
●アクローゼスーパーECO 
 （環境対応形アクリルラッカー） 
●DNTラッカーECO 
 （環境対応形ラッカー） 
●アロナスーパープライマー 
 （クロムフリー水系焼付形下塗塗料） 
●イノーバ 
 （高光沢 高鮮映性アクリルウレタン樹脂エナメル） 
●イノーバNクリーン1コート 
 （1コート仕上げ用ウレタン樹脂塗料） 
●エポニックス♯3100プライマーCF車輌用 
 （エポキシ樹脂下塗塗料） 
●エポニックス♯4000プライマー車輌用 
 （常温硬化形エポキシ樹脂塗料） 
●エマロン 
 （金属用水溶性塗料） 
●エマロンED 
 （電着塗料） 

●エラストメリック 
 （軟質プラスチック用塗料） 
●コスモマイルド 
 （環境対応形合成樹脂塗料） 
●コスモレックス 
 （高耐食性・重金属フリー合成樹脂塗料） 
●コスモレックスサッシ用プライマー  
 （一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント） 
●テクノン 
 （水系金属焼付塗料） 
●デュフナー 
 （熱可塑形ふっ素樹脂塗料） 
●デュラクロン 
 （熱硬化形アクリル樹脂塗料） 
●デリコン 
 （熱硬化形メラミン樹脂塗料） 
●デリコン♯1500 
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料ソリッド用） 
●デリコンECO 
 （環境対応形メラミン樹脂塗料） 
●デリコンH♯120 
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料） 
●デリコンH♯120LB 
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂低温焼付塗料） 
●デリコンTP110 
 （熱硬化形アルキドメラミン樹脂低温焼付塗料） 
●デリコンビッグ 
 （高外観熱硬化形メラミン樹脂塗料） 
●ニューデリコンHB 
 （高作業性メラミン樹脂塗料） 
●ハイコート 
 （フタル酸樹脂塗料） 
●ハイトップ 
 （ハイソリッドラッカー） 
●ハイメル 
 （フタル酸樹脂エナメル） 
●パウダーフロンCW 
 （超耐候性ふっ素樹脂系粉体塗料） 
●パウダーフロンSELA 
 （二層分離形ふっ素樹脂粉体塗料） 
●プライムトップ 
 （１コート仕上げ用フタル酸樹脂エナメル） 
●プラニット 
 （プラスチック用二液アクリルウレタン塗料） 
●ポリ夕ン 
 （ポリウレタン樹脂塗料） 
●ポリベストパテ 
 （ポリエステル樹脂パテ） 
●マイトロン 
 （アクリル変性アルキド樹脂塗料） 
●ルーセン 
 （紫外線硬化塗料） 
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●Auto D-1ベースHS 
 （環境対応型一液ベースコートシステム、環境対応型ソリッドシステム） 
●Auto SPSプライマー 
 （特殊ウレタンプライマー） 
●Auto SPSプラサフ 
 （SPSシステムプラサフ） 
●Auto SPSポリパテ 
 （鉄・アルミ・防錆鋼板用薄付けパテ） 
●Auto SPSライトパテ 
 （鉄・アルミ・防錆鋼板用低収縮型厚付けパテ） 
●Auto VトップモナークEXcellent 
 （環境対応型アクリルウレタン樹脂塗料） 
●Auto オキシールSE 
 （車輌用防錆塗料） 
●Autoスイフト2K 
 （2Kウレタン樹脂塗料） 
●Autoプラサフ1100ZN 
 （防錆鋼板対応型アクリルラッカー系プラサフ） 
●AutoプラサフマルチHB ECO 
 （環境対応型厚付用ウレタンサフ） 
●Auto ブレインクリヤーEX 
 （環境対応型超高級仕上げ3：1クリヤー） 
●Auto ブレインクリヤーMX 
 （環境対応型最高級仕上げ4：1クリヤー） 
●Auto ブレインクリヤーLG 
 （環境対応型大型車輌用高級仕上げ4：1クリヤー） 
●Auto ブレインクリヤーSF 
 （環境対応型ポリッシュ作業重視5：1クリヤー） 
●Auto ブレインクリヤーJT 
 （環境対応型速乾仕上げ10：1クリヤー） 
●Auto ボデーフィラーライト026 
 （軽量タイプ鈑金パテ） 
●Auto ラビッドドライシャーシ 
 （速乾型アクリルアルキド系シャーシ塗料） 
●COSMAシステム 
 （コンパウンド各種 仕上剤及び足付剤システム） 
●DNTエポ1Kプライマー 
 （一液速乾型特殊エポキシプライマー） 
●Auto ワックスクリーナーエコ　マイルド 
 （環境対応型脱脂剤） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
●Mカラーシステム 
●Mカラーminiシステム 
 （小型軽量調色システム） 
 
 
 
●ジェットマー力ー 
 （建築材料、電子部品など） 
 
 
 
●機能性ナノコーティング材 
 （光学フィルム用） 
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主要納品先
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国土交通省
防衛省
文部科学省
海上保安庁
都市再生機構
日本原子力研究開発機構
日本下水道事業団
水資源機構
各都道府県
各市区町村
首都高速道路㈱
阪神高速道路㈱
東日本高速道路㈱
中日本高速道路㈱
西日本高速道路㈱
本州四国高速道路㈱
福岡北九州高速道路公社
名古屋高速道路公社
北海道旅客鉄道㈱
東日本旅客鉄道㈱
西日本旅客鉄道㈱
東海旅客鉄道㈱
四国旅客鉄道㈱
九州旅客鉄道㈱
全国鐵構工業協会

㈱IHIインフラシステム
旭トステム外装㈱
エム・エムブリッジ㈱
川崎重工業㈱
川田工業㈱
キャタピラ－ジャパン㈱
㈱クボタ
㈱栗本鐵工所
ケイミュー㈱
㈱駒井ハルテック
サカエ理研工業㈱
三協立山㈱
JFEエンジニアリング㈱
JFEコンテイナー㈱
JFEスチール㈱
JFEホールディングス㈱
新日鐵住金㈱
積水化学工業㈱
積水ハウス㈱
大和ハウスリフォーム㈱
高田機工㈱
㈱タダノ
東レACE㈱
ニチハ㈱
日本車輌製造㈱
日本鋳鉄管㈱
日本ファブテック㈱
日立造船㈱
日野自動車㈱
㈱ブリッジ・エンジニアリング
三菱自動車工業㈱
三菱重工業㈱
三菱電機㈱
三菱日立パワーシステムズ㈱
宮地エンジニアリング㈱
㈱横河ブリッジ
㈱淀川製鋼所
㈱LIXIL
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E-7473.17.7 23（M）
（96.12） 

本　　　　　社 1 06-6466-6661 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条6-1-124
東京営業本部 1 03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル8F）

●東 日 本 販 売 部
札 幌 営 業 所 1 011-822-1661 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央ニ条1-5-1
仙 台 営 業 所 1 022-236-1020 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-6-20
北関東営業所 1 0285-24-0123 〒323-0025 栃木県小山市城山町2-10-14（日光堂ビル2F）
埼 玉 営 業 所 1 048-601-0711 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-261-1（キャピタルビル5F）
東 京 営 業 所 1 03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル8F）
新 潟 営 業 所 1 025-244-7890 〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54（日生南笹口ビル3F）
千 葉 営 業 所 1 043-225-1721 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-7-5（富士見ハイネスビル5F）
神奈川営業所 1 042-786-1831 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-7-7（トラスト・テック相模原ビル4F）
静 岡 営 業 所 1 054-254-5341 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町8（静岡三菱ビル6F）

●西 日 本 販 売 部
名古屋営業所 1 052-332-1701 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14（金山総合ビル5F）
富 山 営 業 所 1 076-451-9470 〒930-0997 富山県富山市新庄北町5-1
大 阪 営 業 所 1 06-6466-6618 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条6-1-124
京 滋 営 業 所 1 075-595-7761 〒607-8085 京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1（三井生命京都山科ビル8F）
神 戸 営 業 所 1 078-362-0091 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町1-2-1（東成ビル6F）
岡 山 営 業 所 1 086-255-0151 〒700-0034 岡山県岡山市北区高柳東町13-5
広 島 営 業 所 1 082-286-2811 〒732-0802 広島県広島市南区大州3-4-1
高 松 営 業 所 1 087-869-2585 〒761-8075 香川県高松市多肥下町1511-1（サンフラワー通り東ビルⅠビル）
福 岡 営 業 所 1 092-938-8222 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長 崎 営 業 所 1 095-824-3457 〒850-0033 長崎県長崎市万才町3-4（長崎ビル2F）

●工 　 　 　 場
那 須 工 場 1 0287-29-1611 〒324-8516 栃木県大田原市下石上1382-12
小 牧 工 場 1 0568-72-4141 〒485-8516 愛知県小牧市大字三ッ渕字西ノ門878

●フ リ ー ダ イ ヤ ル

塗 料 相 談 室 0120-98-1716

住まいの塗りかえ　
0120-95-8616ハロービュー事務局

http://www.dnt.co.jp/
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