
　DNTコーティング技報No.15の発刊にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　様々な分野の技術革新が私たちの生活に利便性を与え、社会を豊かにしてき
ました。私たちはこの技術を進化させ続け、さらに社会を豊かにしていく使命を担
っています。近年、市場はめまぐるしく変化し、その要求事項は多岐にわたるため、
技術に課せられた責務は大きいと言えます。社会を豊かにするために建設されて
きたインフラの老朽化対策技術、省エネ・省資源に繋がる技術、環境対策に繋が
る技術などが必要とされ、それらを解決するための技術や商品が生まれてきてい
ます。
　塗料は様々な分野で活用されており、物に色彩を与え、人に安全・安心を提供
し、そして快適な環境を創り出すことのできる材料です。生活空間の物品に彩りが
あることで心が豊かになり、社会生活に必要な大型建設物が腐食から護られるこ
とで安全・安心が得られ、また遮熱塗料による生活環境温度の対策などで快適さ
を感じることができます。当社は、このような塗料の役割を最大限に活かせるよう、
デザイン性・耐久性・環境負荷低減性に十分配慮した機能性のある新規商品を
開発しており、これらの新商品・新技術をDNTコーティング技報で紹介してまいり
ました。
　本報では、長年の実暴露試験に基づいた防食塗料分野の塗膜の耐久性研究
の成果、環境対応商品として大幅なVOC（Volatile Organic Compounds ： 揮
発性有機化合物）の削減に繋がる「DNT水性重防食塗料システム」「ふっ素樹脂
粉体塗装」の最新動向、ガードレールなどの衝突防止に使用される反射塗料の
新技術を紹介します。また、塗料事業以外で当社が取り組んでおりますジェットイ
ンクについて、幅広いメディア（被印刷物）に、より美しく印刷できるようにインクと
メディアの界面挙動を研究した成果や、ナノテクノロジーの研究ではナノ粒子の構
造・性状を活用した応用展開の内容を掲載しております。
　当社は、今まで培ってきた基盤技術をさらに進化させ、また最新の技術基盤を
構築し、変化の激しい市場への柔軟な対応力で、お客様が求める新規商品をより
速くご提供し、社会に貢献してまいります。本誌が、日頃ご愛顧を頂いている皆様
とのコミュニケーションの一助となり、僅かでもお役に立てますことを心より願って
おります。
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●東日本販売部
東京営業所  ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル）
札幌営業所  ☎011-822-1661 〒003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所  ☎022-236-1020 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
北関東営業所 ☎0285-24-0123 〒323-0025 小山市城山町2-10-14（日光堂ビル）
埼玉営業所  ☎048-601-0711 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
新潟営業所  ☎025-244-7890 〒950-0087 新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル）
千葉営業所  ☎043-225-1721 〒260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5（富士見ハイネスビル）
神奈川営業所 ☎042-246-1362 〒243-0801 厚木市上依知1043
静岡営業所  ☎054-254-5341 〒420-0857 静岡市葵区御幸町8（静岡三菱ビル）
●西日本販売部
大阪営業所  ☎06-6466-6618 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
名古屋営業所 ☎052-332-1701 〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14（金山総合ビル）
富山営業所  ☎076-451-9470 〒930-0997 富山市新庄北町5-1
京滋営業所  ☎075-595-7761 〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1（三井生命京都山科ビル）
神戸営業所  ☎078-362-0091 〒650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1（東成ビル）
岡山営業所  ☎086-255-0151 〒700-0034 岡山市北区高柳東町13-5
広島営業所  ☎082-286-2811 〒732-0802 広島市南区大州3-4-1
高松営業所  ☎087-869-2585 〒761-8075  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  ☎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  ☎095-824-3457 〒850-0033 長崎市万才町3-4（長崎ビル）

本　　　　社 ☎06-6466-6661 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
大阪事業所  ☎06-6466-6661 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
那須事業所  ☎0287-29-1611 〒324-8516 大田原市下石上1382-12
小牧事業所  ☎0568-72-4141 〒485-8516 小牧市三ッ淵字西ノ門878
相模製造所  ☎046-246-1361 〒243-0801 厚木市上依知1043
滋賀製造所  ☎0748-77-5428 〒520-3114 滋賀県湖南市石部口3-3-1
東京営業本部 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル）
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浸透性吸水防止システム  
シラン・シロキサン系表面含浸材

水性無機系コンクリート片はく落防止システム

VFRM-トンネル内装システムVFRM-トンネル内装システム

多機能付与形コンクリート保護

コンクリート構造物 鋼 構 造 物

NETIS登録番号  KT-060143- VE

平成27年度

推奨技術
新技術活用システム検討会議
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さびを固めて安定化
塗布形素地調整軽減剤

巣穴充填・不陸調整・下地作り機能を備えた「レジガードボン
ドSD」を中心に、性能※やコスト面から、さまざまな仕様を組む
ことができるコンクリート保護工法です。
※コンクリート表面のひび割れ対策、落書き・貼紙防止対策、コンクリート片はく落防止など

コンクリート構造物予防保全

従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形
素地調整軽減剤です。従来のプライマーや下塗りに分類さ
れるものでなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。

防食下地（ジンクリッチペイント）から上塗りまで、
重防食塗装すべてが水性にて可能

重防食塗装すべてが、水性に。重防食塗装すべてが、水性に。

最適な仕様選択により
さまざまな環境条件・要求性能に対応

万一の災害に備えた安全性の高い塗装システム

耐汚染性視認性向上

完全水系
で安全

省工程高耐久性
不燃性

〒554-0012  大阪市此花区西九条6-1-124
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特許商品

NETIS 登録番号 CG-150007-A

厚膜形ふっ素樹脂塗料

環境に優しい超耐久性塗装システム環境に優しい超耐久性塗装システム
超耐候性 厚膜性環境対応 省工程
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地球環境への負荷軽減のために、
植物油インキを使用しています。
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