
高級水性反応硬化多機能塗料

室内、毎日
自動清潔。

超低VOC
タイプ
％
以下





従来の水性塗料に含まれている
VOCを1％以下に抑えて
います。（TVOC 0.3％）

シックハウス症候群に代表される室内空気汚染問題が
深刻化する中、室内における健康対策塗装仕様は
必須条件です。コスモクリーンⅢは、室内空気汚染対策を
重視した多機能型水性塗料です。

7大機能・特長

ヤニ止め性に優れています。

手垢、落書き等の汚れ拭き
取り適正に優れています。

防カビ性に優れています。

超低臭です。

消臭性に優れています。
（尿臭、排便臭等、生活不快臭の消臭）

抗菌性に優れています。

病院・医療施設、一般住宅、オフィス、
学校・保育園、高齢者介護福祉施設、
食品工場、食堂他各種公共施設

モルタル、コンクリート、各種ボード、
塩化ビニルクロス、各種旧塗膜面

主 な 用 途 適 用 素 材

内壁、天井

主 な 適 用 部 位

● 荷 姿 16kg・4kg
● 色 白・淡彩色

適用規格　JIS K 5663 1種



� は、
ここまでクリアしました。

■�超低臭効果
（TCEP放散抑制効果）
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■�消臭効果
（アンモニア〈尿素〉、硫化水素〈排便臭〉ほか）

● 環境・試験条件
臭い汚染濃度 硫化水素 10ppm
 アンモニア 50ppm
容積あたりの塗装面積 100cm2/L
試験時間　3時間

〈臭気官能試験測定方法〉
3個の臭袋に無臭空気を入れ、その1個に原臭を注入する。試験
者は3個の臭袋のうちから原臭注入されたと思われるものを
選び、正解の場合は希釈倍率を上げて同じ試験を繰り返し、不
正解か不明になる希釈倍率を求める方法。

■�抗菌性
（黄色ブドウ球菌、大腸菌ほか）

黄色 
ブドウ球菌 無塗装面 

24 時間後 

死滅率 
99.99％ 

増殖率 
150％ 

コスモクリーンⅢ塗装面 4.7×106個/ml

死滅率 
99.99％ 

増殖率 
200％ 無塗装面 

24 時間後 

コスモクリーンⅢ塗装面 

大腸菌 

1.5×106個/ml

〈抗菌試験成績証明書〉
コスモクリーンⅢを
55m2塗 装 し た と き
発生するニオイの強
さと、一般水性塗料を
6m2塗装したときの
ニオイの強さがほぼ等
しいといえます。

コスモクリーンⅢ

55m2塗装

6m2塗装

一般EP

■�汚れ除去性
（優れたクリーニング性）

磨耗量　mg
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●テーバー摩耗試験
による塗膜摩耗量
荷重1kg

コスモクリーンⅢ
は塗膜が硬く強靭
なことから洗浄に
よる塗膜の摩耗・
損傷が少なく、よ
り永く健常な膜を
保持します。



関西ペイントは、厚生労働省勧告「室内汚染に関
するガイドライン（案）」に添って、建築塗料に
含まれる揮発性有機化合物（Volatile Orgaric 

Compounds）など、人体に有害と考えられて
いる物質の量を少なくする目標値を設定してい
ます。

健康リスクに対する建築用エマルション塗料の目標基準
（一社）日本塗料工業会設定目標値 評　価　結　果

塗料設計条件 エマルション塗料 コスモクリーンⅢ 一般EP
TVOC(全揮発性有機化合物) 1％以下 0.3％ 3.6％
芳香族系溶剤 0.1％以下 適　　合 適　　合
アルデヒド類 0.01％以下 適　　合 適　　合
重金属（鉛、クロム類） 0.05％以下 適　　合 適　　合
発癌性物質

0.1％以下 適　　合 適　　合生殖毒性物質
変異原生物質
感作性物質 0.1％以下 適　　合 適　　合

揮発性有機化合物（VOC）放散量測定

関西ペイントは、建設省建築研究所官民連帯共同研究「健康
的な住居環境形成技術の開発」に積極的に参加し、上記
VOC放散量の測定方式の確立に貢献しました。

VOC測定装置

セパラブルフラスコ
（1L）

ガスメーター ポンプ 流量計

試料板

吸着管

温度計

シリコン管

クリーナー

テフロン管（3×4mm）
（　　：Air） コスモクリーンⅢ 

（28℃）

（28℃）
一般エマルションペイント

ガスクロマトグラフによる有機溶剤分析結果
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環境問題への
対応は万全ですか?

超低VOC
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【コスモクリーンⅢ塗装仕様】� F☆☆☆☆仕様
■石膏ボード、モルタル、コンクリート面（新設）

工　程 塗料名と処置 標準所要量（kg/m2/回） 塗装間隔（23℃） 希釈率（％） 塗装方法

1 素地調整 ゴミ、汚れなどを除去し、乾燥した清浄な面とする。（水分8％以下、pH10以下とする。）

2 下塗り EPシーラー白　 　上水 0.10 2時間以上7日以内 50～100 中毛ローラー

3 上塗り（1回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 2時間以上7日以内 3～10 中毛ローラー

4 上塗り（2回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 　 3～10 中毛ローラー

注）標準所要量は、被塗物の形状や、素材、塗装方法などによって増減することがあります。

■石膏ボード、モルタル、コンクリート面（塗り替え）

工　程 塗料名と処置 標準所要量（kg/m2/回） 塗装間隔（23℃） 希釈率（％） 塗装方法

1 素地調整 ゴミ、汚れなどを除去し、乾燥した清浄な面とする。

2 上塗り（1回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 2時間以上7日以内 3～10 中毛ローラー

3 上塗り（2回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 　 3～10 中毛ローラー

注）標準所要量は、被塗物の形状や、素材、塗装方法などによって増減することがあります。

■塩ビクロス面

工　程 塗料名と処置 標準所要量（kg/m2/回） 塗装間隔（23℃） 希釈率（％） 塗装方法

1 素地調整 ゴミ、スス等を濡れた雑巾で軽く拭き取る。

2 上塗り（1回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 2時間以上7日以内 0～6 中毛ローラー

3 上塗り（2回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 　 0～6 中毛ローラー

注）1.標準所要量は、被塗物の形状や、素材、塗装方法などによって増減することがあります。
2.ヤニのブリードやマジック、クレヨン等の落書き箇所の隠ぺい不足が生じた場合、1日おいてその区画面を塗装してください。

※ヤニ汚れが著しい場合や吸い込みの多い下地では、ストップシーラーを前もって塗装してください。
また、下地にカビによる汚染がある場合は、アルコール系除菌剤を用いて下地処理を行ってください。

工　程 塗料名と処置 標準所要量（kg/m2/回） 塗装間隔（23℃） 希釈率（％） 塗装方法

1 素地調整 ●塩ビクロス面ではゴミ、スス等を濡れた雑巾で軽く拭き取る。
●ボード、モルタル、コンクリート面ではゴミ、汚れなどを除去し、乾燥した清浄な面とする。

2 下塗り ストップシーラー　　　 0.12 2時間以上7日以内 0 中毛ローラー

3 上塗り（1回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 2時間以上7日以内 0～10 中毛ローラー

4 上塗り（2回目） コスモクリーンⅢ　上水 0.13 　 0～10 中毛ローラー

注）1.標準所要量は、被塗物の形状や、素材、塗装方法などによって増減することがあります。

■施工上の注意事項
使用上のポイント

●開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用してください。
●性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度がありますので5℃以下での使用は避けてくだ

さい。また塗装時の換気は十分に行ってください。
●モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8％以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて

ください。
●夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがあります

ので、冬季や雨天の塗装には特に注意してください。
●カビ発生面に塗装する場合は、必ず除菌剤処理（アルコール系除菌剤による処理）を行ってください。
●躯体などからにじみ出たシミや水性マジックは止まらないことがあるので、塗装前に水拭きをしてくだ

さい。
●高温（40℃以上）及び低温（-5℃以下）での塗料の保管は避けてください。
●汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、

同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
脆弱塗膜上の注意事項

一般的に非常に弱い旧塗膜の上の塗膜は、旧塗膜の下から剥離する可能性があります。
簡易な判定法として、NTカッターで旧塗膜をX状にカットし、セロテープを圧着、45°で素早くはがしま
す。X状の線がくずれて、カット部の周辺までハガれるような場合は旧塗膜を十分除去してください。判定
がしにくい場合はEPシーラーを厚くならないように下塗りすることで確実な仕上がりをしてください。
鉄部面塗装仕様について

鉄面を中心とした金属面に塗装されたサビ止め塗膜へ、上塗塗料としての適性があります。
適合サビ止め塗料として、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡを推奨します。
屋外適性について

軒天、玄関周り、開放廊下の内壁にコスモクリーンⅢで塗り替えをする場合は素地調整後、必ず、エコカチオ
ンシーラーを塗装してください。

■ご使用上の注意事項
取り扱いは下記の注意事項を守ってください。
詳細な内容が必要なときは、安全データシート（SDS）をご参照ください。

予　　防　　策
●取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・ス

プレーを吸入しないこと。必要な保護具（帽子・保護めがね・マスク・手袋等）を着用し、身体に付着し
ないようにすること。

●吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用するこ
と。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。

●皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着
用すること。

●本来の目的以外に使用しないこと。
●指定材料以外のものとは混合（多液品の混合・希釈等）しないこと。
●缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
●取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
●使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
●本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

対　　　　応
目 に 入 っ た 場 合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合： 直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を

受けること。
吸 入 し た 場 合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲 み 込 ん だ 場 合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類（ウエス）等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

保　　　　管
●指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
●直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
●子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

廃　　　　棄
●本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物

として処分すること。（排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。）
施工後の安全

本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分
に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板な
どでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのない
ようにしてください。


