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住所一覧

本
社
大阪事業所
那須事業所
小牧事業所
相模製造所
滋賀製造所
東京営業本部

☎06-6466-6661
☎06-6466-6661
☎0287-29-1611
☎0568-72-4141
☎046-246-1361
☎0748-77-5428
☎03-5710-4501

〒554-0012
〒554-0012
〒324-8516
〒485-8516
〒243-0801
〒520-3114
〒144-0052

大阪市此花区西九条6-1-124
大阪市此花区西九条6-1-124
大田原市下石上1382-12
小牧市三ッ淵字西ノ門878
厚木市上依知1043
滋賀県湖南市石部口3-3-1
東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル）

●東日本販売部
東 京 営 業 所 ☎03-5710-4501
札 幌 営 業 所 ☎011-822-1661
仙 台 営 業 所 ☎022-236-1020
北関東営業所 ☎0285-24-0123
埼 玉 営 業 所 ☎048-601-0711
新 潟 営 業 所 ☎025-244-7890
千 葉 営 業 所 ☎043-225-1721
神奈川営業所 ☎042-246-1362
静 岡 営 業 所 ☎054-254-5341

〒144-0052
〒003-0012
〒983-0034
〒323-0025
〒330-0843
〒950-0087
〒260-0015
〒243-0801
〒420-0857

東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル）
札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台市宮城野区扇町5-6-20
小山市城山町2-10-14（日光堂ビル）
さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル）
千葉市中央区富士見2-7-5（富士見ハイネスビル）
厚木市上依知1043
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
名古屋営業所 ☎052-332-1701
富 山 営 業 所 ☎076-451-9470
京 滋 営 業 所 ☎075-595-7761
神 戸 営 業 所 ☎078-362-0091
岡 山 営 業 所 ☎086-255-0151
広 島 営 業 所 ☎082-286-2811
高 松 営 業 所 ☎087-869-2585
福 岡 営 業 所 ☎092-938-8222
長 崎 営 業 所 ☎095-824-3457

〒554-0012
〒460-0022
〒930-0997
〒607-8085
〒650-0025
〒700-0034
〒732-0802
〒761-8075
〒811-2317
〒850-0033

大阪市此花区西九条6-1-124
名古屋市中区金山1-12-14（金山総合ビル）
富山市新庄北町5-1
京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1（三井生命京都山科ビル）
神戸市中央区相生町1-2-1（東成ビル）
岡山市北区高柳東町13-5
広島市南区大州3-4-1
高松市多肥下町1511-1（サンフラワー通り東ビルⅠビル）
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長崎市万才町3-4（長崎ビル）

●フリーダイヤル
塗料相談室フリーダイヤル
ハロービュー事務局フリーダイヤル

いーないろ

0120-98-1716

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

●表紙について
DNT及びDEVELOP（開発する）
の
「D」
に未来の光をイメージして
デザインしました。
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DNT 重防食塗料 NETIS 登録 商品シリーズ
（国土交通省 新技術情報提供システム）

DNTコーティング技報 No.15

コンクリート構造物

鋼

NETIS 登録番号 CG-120004-A
●進化する基盤技術で社会に役立つ新商品開発 ………………………… 1
●技術報文（Technical Reports）

平成27年度

推奨技術

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

1. 塗膜形成過程における施工条件が防食性に及ぼす影響 ………… 2〜9
Influence of Construction Conditions in the Coating Film
Formation Process on the Corrosion Resistance
2. 微小インク滴の溶媒の揮発挙動に関する研究 …………………10〜16
Studies on the Evaporation Behavior of Solvents
in Minuscule Ink Droplet

新技術活用システム検討会議
（国土交通省）

NETIS登録番号 KT-060143- VE

コンクリート構造物予防保全

さびを固めて安定化

3. 塗膜の防食性に及ぼす環境因子の影響 ………………………… 17〜25
Influence of Environmental Factors for Anticorrosive
Performance of Paint Film

塗布形素地調整軽減剤

●技術解説（Technical Reviews）
1. 異方性貴金属ナノ粒子…………………………………………… 26〜31
Anisotropic Noble Metal Nanoparticles
2. 重防食塗装システムの長期耐久性と
水性重防食塗料の応用展開………………………………………32〜37
Long-term Durability of Heavy Duty Coating System
and Application of the Aqueous Heavy Duty Paint
3. 再帰同色反射塗料「ビームライトエース」
の塗膜構造と
反射メカニズム…………………………………………………… 38〜44
Coating System and Reﬂection Mechanism of Same Color
Retroreflector for Reflective Paint "BEAMLITE ACE"
4. 環境対応形塗装の最新動向─
VOCを削減するふっ素樹脂粉体塗装について ………………… 45〜49
The Latest Trend of the Coating for the EnvironmentAbout the Fluorocarbon Powder Coating to Reduce VOC
●新商品紹介（New Products）
1. 多彩模様サイディングボード向けクリヤー
「SBライズコートアクアＳｉ」………………………………………… 50〜51
Clear Coatings for Ｍulticolor Ｃoating Finished Siding Boards
「SB RISE COAT AQUA Si」
2. 弱溶剤厚膜形シリコン変性エポキシ樹脂系下上兼用塗料
「Vシリコンスーパー」
のリニューアル……………………………… 52〜53
Renewal of Weak Solvent and Thick-Coating Type
Epoxy Resin Paint Modiﬁed with Silicone, Used as Both
Top and Under Coat「V-SILICONE SUPER」
3. 環境配慮型高性能二液ウレタン樹脂塗料
「Auto Ｖトップモナーク Excellent」…………………………… 54〜55
Environment-Friendly High Performance Two Component
Polyurethane Coating「Auto V-TOP MONARCH Excellent」
4. DNT焼付プライマーシリーズ

「AKプライマー」
エポキシ変性アルキドメラミン樹脂系下塗塗料
「PEプライマー」
エポキシ変性ポリエステル樹脂系下塗塗料
「FBプライマー」特殊変性エポキシ樹脂系塗料 ……………………… 56〜57

構 造 物

NETIS 登録番号 CB-120014-A
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。

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

NETIS 登録番号 KK-130038-A

万一の災害に備えた安全性の高い塗装システム

不燃性

完全水系
で安全

高耐久性

省工程

視認性向上

耐汚染性

重防食塗装すべてが、水性に。
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

DNT水性重防食システム

NETIS 登録番号 KT-120079-A
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

NETIS 登録番号 CG-150007-A

多機能付与形コンクリート保護

環境に優しい超耐久性塗装システム
超耐候性

環境対応

省工程

厚膜形ふっ素樹脂塗料
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
さまざまな仕様を組む
ドSD」
を中心に、性能※やコスト面から、
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

「DNT Baking Under Coat Paint Series」

「AK PRIMER」Epoxy Modiﬁed Melamine Alkyd Resin Under Coat Paint
「PE PRIMER」Epoxy Modiﬁed Polyester Resin Under Coat Paint
「FB PRIMER」Specialty Modiﬁed Epoxy Resin Under Coat Paint

●学協会研究発表・技術講演・論文投稿者名と発表タイトル
（2014年7月〜2015年6月）……………………………………… 58〜59

特許商品

〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124

塗料相談室
フリーダイヤル

0120-98-1716

http：//www.dnt.co.jp/
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厚膜性
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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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