
雨の力で汚れを浮かして洗い流す。紫外線からも守ってくれる外壁材。

水が汚れの下に入り込み、

浮き上がることによって、 汚れが落ちます。

▲

▲

親水セラ：汚れ落ち試験雨が浮かして流す
一般有機塗料 親水コート

一般有機塗料 親水コート

一般有機塗料 親水コート

水で汚れが流れ落ちる

霧状の水をかける

汚れが付着

◎親水セラ品（無機塗装）の場合（断面図イメージ）

紫外線が着色層を浸食し、色あせが発生します。

◎一般的な有機塗装の場合（断面図イメージ）

無機系樹脂と無機系紫外線吸収剤のダブル効果で長期間にわたって
劣化しにくく、紫外線をカットします。着色層を保護して、色あせを防ぎます。

着色層（有機塗装）

紫外線

基材 基材

着色層（有機塗装）

C C
C C

〈分子結合状態〉
紫外線

結合エネルギー

354KJ/mol
紫外線エネルギー

413KJ/mol

C C
C

結合が紫外線エネルギーより弱いため経年劣化を起こす。

セラミックコート

紫外線

無機系で、ほとんど経年劣化しないから、紫外線をカットする
能力が持続する。

■分子構造図
〈分子結合状態〉

紫外線エネルギー
より強く、結合が
切れにくい

紫外線エネルギー

413KJ/mol
（キロジュールパーモル）

O O O O

O O O O
SI

SI

SI

SI SI

SI

SI

紫外線

結合エネルギー

443KJ/mol

基材

着色層（有機塗装）

ポイント2 無機系紫外線吸収剤

主骨格は100％無機で、結合は紫外線エネルギーより強く、
経年劣化がほとんどない。

ポイント1 無機系樹脂
■分子構造図

親水コート

結合が切れにくい

長期間紫外線を吸収

結合が切れやすい

築築 10 年後

10年経っても新築並の色合いを保っています。◎セラミックコート品（2010年まで発売）の経年変化

フルカラーセラジェット塗装により、色域の拡大と、より繊細な
色彩を表現。従来よりもますますリアル・鮮明・クリアな
素材感の再現が可能になりました。

同柄の比較
フルカラー仕様

ジェンマ 15 シルバスタイル 15

素材感、質感をリアルに再現した色彩の表現力を活かして、
視点が集まり人目に触れやすい部分に使うと外観のグレード
がより高まります。

高級感や邸宅感を高めます。

繊細な色感と

アクセント使いや、張り分けで

リアルな質感の外壁材。

QF 塗装による上品な艶消しの塗装と手に触れたときの
質感が、住まいに更なるクラス感を演出します。

高機能＋上質感で、
１ランク上の住まいつくりを。

＜QF塗装＞

ＱＦ塗装（上質クリヤー塗装）とは・・・

Good  Quality  Facing。
表面にカラービーズ塗装を施し、

上質な質感を表現しています。

グラート（QFグラート アクア マルチブラック） CG: イメージ

資料・商品：ケイミュー株式会社（2014.10）

〔 ピクセラ 〕



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2014.10) 資料・商品：ケイミュー株式会社

大理石の割り肌をリアルに表現したデザインが、変化のある大壁風の外観を演出します。

アセッツ15

QFアセッツ アクア ダークグレー  ＜ EF3607GK ＞

QFアセッツ アクア ホワイト  ＜ EF3604GK ＞

QFアセッツ アクア グレー  ＜ EF3606GK ＞

QFアセッツ アクア アイボリー  ＜ EF3605GK ＞

１０月１日から
縦張りＯＫ！！

ＮＥＷＳ！ＮＥＷＳ！

アンティークな趣を感じさせる木目を、フルカラーセラジェット塗装でリアルに表現。

エストレモウッド

QFエストレモ アクア ホワイト  ＜ EF4141GK＞

QFエストレモ アクア ブラック＜ EF4143GK ＞

QFエストレモ アクア ブラウン  ＜ EF4142GK ＞

モダンなボーダーデザインをベースに、豊かな凹凸と質感を表現し、深い陰影感を実現。

グラート

QFグラート アクア ライトグレー＜ EF3961GK ＞

QFグラート アクア ダークグレー  ＜EF3964GK＞

QFグラート アクア オレンジ  ＜EF3963GK＞

QFグラート アクア アイボリー ＜ EF3962GK ＞

QFグラート アクア マルチブラック  ＜EF3965GK＞

割肌の大理石を積み上げたようなイメージ。焼き色のグラデーションが質感と風合いを強調。

マーブルキューブ

QFマーブル アクア ホワイト  ＜ EF3951GK＞

QFマーブル アクア オレンジ＜ EF3952GK＞

QFマーブル アクア オーカー  ＜EF3953GK＞

QFマーブル アクア ダークグレー  ＜EF3955GK＞

大理石やテラコッタなど、色ごとに異なるモチーフをキューブ柄×フルカラーセラジェット塗装でリアルに表現。

リフル

QFリフル アクア ホワイト  ＜ EF4071GK＞

QFリフル アクア ベージュ＜ EF4072GK＞

QFリフル アクア グレー  ＜EF4073GK＞

不規則に配置された石積みが、自然で優しい外観を表現します。

インプレース

QFインプレース アクア ホワイト  ＜ EF4011GK＞

QFインプレース アクア ブラウン＜ EF4012GK＞

QFインプレース アクア グレー  ＜EF4013GK＞

親水コートが、雨で汚れを浮かして洗い流す。さらに、色あせ・日焼けもしっかり抑えます。親水コートが、雨で汚れを浮かして洗い流す。さらに、色あせ・日焼けもしっかり抑えます。

雨で汚れを洗い流す。POINTO 1

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが落ちます。
水滴が入り込む 洗い流す

表面の親水基と汚れの間に、雨水が入りやすくなり汚れを洗い流します。

色あせしにくい。POINTO ２
ＵＶカット機能があるセラミックコートが、紫外線から着色層を保護します。

親水コート
セラミックコート

着色層
基材層

■親水セラの構造断面図（イメージ図）

●

アクセント柄限定アクセント柄限定アクセント柄限定

石積みによる繊細な陰影が、住宅に温かみのあるナチュラル感をかもし出します。

レマーレ

QFレマーレ アクア ベージュ  ＜ EF4021GK ＞

QFレマーレ アクア グレー  ＜EF4023GK＞

QFレマーレ アクア ブラウン ＜ EF4022GK ＞

アクセント使いや、張り分けで高級感や邸宅感を高めます。

繊細な色感とリアルな質感の外壁材。
フルカラーセラジェット塗装により、色域の拡大と、より繊細な色彩を表現。
従来よりもますますリアル・鮮明・クリアな素材感の再現が可能になりました。

同柄の比較
フルカラージェット塗装 通常塗装

ジェンマ 15 シルバスタイル 15

素材感、質感をリアルに再現した色彩の表現力を活かして、視点が集まり人目に
触れやすい部分に使うと外観のグレードがより高まります。

【ピクセラ】

グラート（QFグラート アクア マルチブラック） CG: イメージ



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2014.10) 資料・商品：ケイミュー株式会社

細かいスリットの造形と微妙な陰影の変化が外観にモダンな印象を与えます。

モダンスリット

シルク アクア グレーB ＜NF3987GA＞

アトランティック アクア ブルーE  ＜NF3985GA＞

シルク アクア ホワイトC＜ NF3981GA ＞

チャコール アクア ブラックB ＜NF39810GA＞

ダークロースト アクア ブラウン＜ NF3989GA ＞

ダーク アクア ブロンJ ＜NF3988GA＞

新技術「グラデーション塗装」で、“古木”“焼杉”“オイルステイン”がもつ木目の風合いをリアルに表現。

セフィロウッド

ガーデン アクア オーク ＜ NF4055GU＞

ガーデン アクア オリーブ＜ NF4057GU ＞

ガーデン アクア ウォルナット ＜ NF4056GU ＞

ガーデン アクア スモーク ＜NF4058GU＞

木材のノコ引き跡を表現したナチュラルなデザインが、繊細な木の表情を表します。

バレルウッド

QFバンダ アクア レッド ＜NF4066GU＞

QFバンダ アクア グリーン＜ NF4065GU ＞ QFバンドソー アクア アイボリー ＜ NF4061GU＞

QFバンドソー アクア ブラック＜ NF4063GU ＞

QFサリール アクア オレンジB＜ NF4062GU ＞

QFオビ アクア ブラック ＜NF4064GU＞

整然とした目地割りでありながら、表面の繊細なスクラッチが変化のある表情を演出します。

スクラッチクロス

QFソプラ アクア ホワイト  ＜ EF4041GK＞

QFアーベント アクア ベージュ＜EF4042GK＞

QFアーベント アクア ブラウン ＜EF4043GK＞

QFソプラ アクア ブラック  ＜EF4044GK＞

コンフォート アクア ホワイトＣ＜ EF4241GK＞

ピュア アクア ピーチＢ＜EF4242GK＞

カーラ アクア オレンジ ＜EF4243GK＞

ボワ アクア ブラックＣ＜EF4244GK＞

ファブリックやバーコードをイメージした凹凸模様の斬新な意匠が、モダンな外観から非住宅までフィット。

レシフェ

シルク アクア ホワイトＤ＜ EF4241GK＞

アッシュ アクア ベージュＤ＜EF4122GK＞

チャコール アクア ブラウンＦ ＜EF4123GK＞

アイボリー アクア ブラック＜EF4124GK＞

アール形状が生み出す陰影とフラット面の緻密な地層模様の対比で、深みのある質感を表現しました。

クロット

10年経っても新築並の色合いを保っています。◎セラミックコート品（2010年まで発売）の経年変化

「親水セラ」には、セラミックコートの高耐候性技術が活かされています。

結合が切れにくい光触媒コート/親水コート
長期間にわたり
劣化しにくく
着色層を
保護します

O

O O

O O

O O

O
SI

SI

SI

SI SI

SI

SI

紫外線

+

紫外線吸収剤 結合エネルギーが
紫外線エネルギーより大きいため、

紫外線 〈分子結合状態〉

398KJ/mol
紫外線エネルギー

（キロジュールパーモル）

紫外線を吸収

基材
着色層（有機塗装）

セラミックコート 結合エネルギー
432KJ/mol

無機質のセラミックコートだから紫外線では長期間にわたって劣化しにくく、
また紫外線吸収剤により、着色層を保護しています。

築築 10 年後 築築 12 年後

親水コートが、雨で汚れを浮かして洗い流す。さらに、色あせ・日焼けもしっかり抑えます。親水コートが、雨で汚れを浮かして洗い流す。さらに、色あせ・日焼けもしっかり抑えます。

雨で汚れを洗い流す。POINTO 1

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが落ちます。
水滴が入り込む 洗い流す

表面の親水基と汚れの間に、雨水が入りやすくなり汚れを洗い流します。

色あせしにくい。POINTO ２
ＵＶカット機能があるセラミックコートが、紫外線から着色層を保護します。

親水コート
セラミックコート

着色層
基材層

■親水セラの構造断面図（イメージ図）

●

アクセント柄限定アクセント柄限定アクセント柄限定


