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タイマフロンGLはガルバリウム鋼板を原板に、フッ素樹脂＋ガラス繊維
で塗膜を強化した、加工性、耐候性、耐食性に優れた最高級塗装鋼板です。
遮熱顔料を配合した塗膜で日射反射性能を高めています。

特長
1.   特殊ガラス繊維を配合した強化塗膜により耐久性、耐食性に優れてい
ます。

2. 色褪せが少なく、長期間にわたり美しい外観を保ちます。
3. 傷がつきにくく、加工性に優れています。
4.   全色、遮熱塗料を採用。鋼板表面の温度上昇を抑制し、塗膜へのダメ
ージを軽減します。

5. 艶消し調で重厚に仕上がります。
6. 最長20年の保証制度があります。※

※保証については当社の定める保証条件があります。

（単位：mm）
原板 厚さ 幅 コイル質量

ガルバリウム鋼板
（AZ150） 0.35～1.0 610～1,219 3トン

不燃認定NM-8697　JIS G3322　H24.6改正（遮熱規定）対応品

断面構造図

標準仕様

耐摩フッ素塗膜
プライマー
化成処理皮膜
55%アルミ・亜鉛合金めっき
鋼板
55%アルミ・亜鉛合金めっき
化成処理皮膜
プライマー
裏面塗膜

タイマフロンGL®（耐摩フッ素塗装ガルバリウム鋼板®）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日鉄住金鋼板（株）



仕上用材
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特長
美しい素焼き調の外観で、南欧風の窯変調屋根の意匠を実現。
ガラス繊維強化塗膜により、耐久性、耐食性に優れます。
最長10年の塗膜保証制度があります。※

特長
実績ある耐摩カラーGLをベースに、耐傷付き性・耐摩耗性・耐侯性を更
に向上。
従来にない凹凸感ある表面テクスチャーにより、低光沢で重厚感・高級
感ある外観に仕上げています。
最長15年の塗膜保証制度があります。※

特長
大柄ちぢみ模様により、高級感ある質感を実現。
遮熱顔料を採用しており、日射による鋼板の温度上昇を抑制します。
最長15年の塗膜保証制度があります。※

（単位：mm）
原板 厚さ 幅 コイル質量

ガルバリウム鋼板
（AZ150） 0.35～0.80 610～1,000 3トン

不燃認定NM-8697
JIS G3322（ネオタイマ、ネオシルキー）

標準仕様（テラコット、ネオタイマ、ネオシルキー）

※保証については当社の定める保証条件があります。

テラコット®（耐摩窯変調塗装ガルバリウム鋼板®）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日鉄住金鋼板（株）

ネオタイマ®（縮み耐摩塗装ガルバリウム鋼板®）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日鉄住金鋼板（株）

ネオシルキー®（高耐侯遮熱塗装ガルバリウム鋼板®）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日鉄住金鋼板（株）



仕上用材

特長
雪印スーパーモスリーは塗料中に特殊な骨材を添加するという技術
で、優れた耐疵付き性、耐摩耗性、耐候性を実現させました。光沢を
抑えたソフトで落ち着いた雰囲気をもち、北国の景観にとけこみます。

標準色 SMC-110ブリック  SMC-111ダークグリーン SMC-311ロイヤルブルー 
SMC-411ノアール　  SMC-551ソイルブラウン SMC-611ワインブラック 
SMC-711チャコールグレー  TMC-881ストーングレー TMC-991ゴールドベージュ 
TMC-W90アッシュグレイ  TMC-W85グランドシルバー SMC-W41サンドブラック

特長
雪印モスリー FCは塗料中にフッ素樹脂ワックスを加えた滑雪タイ
プの塗装鋼板です。雪印スーパーモスリーの色調で光沢を抑えたソ
フトな雰囲気を表現します。

標準色 SFCカワラ　SFCダークグリーン　SFCダークレッド　SFCワインブラック
SFCソイルブラウン　SFCロイヤルブルー
SFCチャコールグレー　SFCノアール

「スーパーモスリー®」、「モスリー®」は北海鋼機（株）の登録商標です。
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雪印スーパーモスリーGL　　北海鋼機（株）

雪印モスリーFC GL（積雪・寒冷地タイプ）　北海鋼機（株）

標準仕様
原板 厚さ（mm） 幅（mm） コイル質量（t）

ガルバリウム鋼板
（AZ150） 0.25 ～ 1.20 610 ～ 1,063 2.0 ～ 3.0

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697
JIS認定番号 JIS G 3322

標準仕様
原板 厚さ（mm） 幅（mm） コイル質量（t）

ガルバリウム鋼板
（AZ150） 0.25 ～ 1.20 610 ～ 1,063 2.0 ～ 3.0

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697
JIS認定番号 JIS G 3322



仕上用材

特長
雪印カラーは北国の気候にあった美しい色彩と光沢をもち、厳しい
環境で培われた高度な耐久性、加工性をもち、長年親しまれ続けて
いる塗装鋼板です。

特長
雪印スノーフロンはフッ素樹脂塗料を使った超耐久性の塗装鋼板で
抜群に優れた耐候性、耐食性を有し、長期間美しさを保ちます。

標準色 SNo.110ダークレッド　 SNo.150レッド  SNo.190ワインレッド　  
SNo.600コーヒーブラウン SNo.300パープルブルー SNo.310オーシャンブルー 
SNo.680コーヒーブラック SNo.400グリーン TNo.900グレー
TTS-500 TTSライトグリーン TTS-830 TTSベージュ TTS-810 TTSペールクリーム
TNo.899 TTSマットホワイト TTS-890 TTSホワイト TTS-930 TTSホワイトアイボリー
TTS-850 TTSシルバー

標準色 SF-7ニューレンガ　 SF-8ロクショウ　 TF-9ベージュメタリック 
SF-10ニューブラウン　 TF-11パールクリーム　 TF-12シルバーメタリック
SF-13ネイビーブルー  TF-14ライトグレー 

「スノーフロン®」は北海鋼機（株）の登録商標です。
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雪印カラーGL　　北海鋼機（株）

雪印スノーフロンGL（フッ素樹脂塗装鋼板）　北海鋼機（株）

標準仕様
原板 厚さ（mm） 幅（mm） コイル質量（t）

ガルバリウム鋼板
（AZ150） 0.25 ～ 1.20 610 ～ 1,063 2.0 ～ 3.0

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697
JIS認定番号 JIS G 3322

標準仕様
原板 厚さ（mm） 幅（mm） コイル質量（t）

ガルバリウム鋼板
（AZ150） 0.25 ～ 1.20 610 ～ 1,063 2.0 ～ 3.0

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-8697
JIS認定番号 JIS G 3322



仕上用材
トーカイカラーGL　東海カラー（株）
特長
トーカイカラーGLは、ガルバリウム鋼板（55%アルミニウム-亜鉛合金
めっき）をベースメタルに、ポリエステル樹脂塗料を塗装した塗装鋼板
です。優れた耐久性、耐候性、遮熱性、加工性を有します。

トーカイカラーGL・10　はるか　東海カラー（株）
特長
トーカイカラーGL・10はるか は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板を
ベースメタルに、耐食性を加味したポリエステル樹脂塗料塗装鋼板です。

トーカイカラーGL・10　ひびき　東海カラー（株）
特長
トーカイカラーGL・10ひびき は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板を
ベースメタルに、新しい機能を持たせた塗料（耐酸性・耐汚染性・遮熱性）
を塗装した塗装鋼板です。

受注寸法

受注寸法

受注寸法

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─
コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─
コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─
コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色　11色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697

標準色　13色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697

標準色　13色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697
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仕上用材
トーカイカラーGL・15　いぶき　東海カラー（株）

特長
トーカイカラーGL・15いぶき に採用した塗料は、耐酸性が「ひびき」
と同等、また塗膜内に有機骨材と無機骨材が含まれており耐磨耗性にも
優れております。遮熱性も加味し、ガルバリウム鋼板と組み合わせるこ
とで長期の耐久性を可能にした製品です。

スーパーフロンGL　東海カラー（株）

特長
スーパーフロンGLはベースメタルに耐食性に優れたガルバリウム鋼板
（55%アルミニウム-亜鉛合金めっき）を採用している為、耐食性等にお
いても高性能が得られ、耐候性、耐薬品性、に抜群の長期耐久性能を発
揮するフッ素樹脂塗料を塗装した、長期メンテナンスフリーのフッ素樹
脂塗装鋼板です。

受注寸法

受注寸法

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─

コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─

コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色　15色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322（5類適用色有り）
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697

標準色　13色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697
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仕上用材

特長
フッソ樹脂が持つ従来の耐候性、加工性に加え、新たな性能として耐摩
耗性と遮熱性を付与しました。
塗膜中に骨材を添加する事で素材に対するキズ発生を抑制し、さらに表
層のワックス剤がスリキズの発生も軽減します。
又、近赤外線を反射する顔料を採用したことで、鉄板の温度上昇を抑制
します。
標準色14色はすべて日射反射率40％以上を達成しています。

トーカイネーブルトーンGL　東海カラー（株）

特長
鉄の冷たさを感じさせない塗装鋼板。ネーブルの肌にも似た柔らかでや
さしい質感が好評です。
長年の外装材としての実績をもとに、内装材や什器など、幅広い用途向
けに、“艶消しタイプ” をラインアップいたしました。
原版には耐食性に優れたガルバリウム鋼板を採用しており、長期にわた
り建物を錆から守ります。

受注寸法

受注寸法

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─

コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─

コイル 0.27 ～ 1.00 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

標準色　14色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322（6類適用色有り）
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697

標準色　艶消タイプ/7色，艶有りタイプ/5色
日本工業規格の番号　JIS G 3322
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697
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スーパーフロンGL こかげplus
＜耐摩耗性遮熱フッソ樹脂塗装鋼板＞　東海カラー（株）



仕上用材
スーパーガードGL つよし　　東海カラー（株）

特長
〈高耐食性厚膜塗装鋼板〉
従来のポリエステル塗料カラー製品に比べ大幅に耐食性を上げ、「耐摩
耗性」、「遮熱性」、「耐酸性」にも優れた新塗装鋼板です。

受注寸法
区　分 厚さ （mm） 幅 （mm） 長さ （mm） 重量 （kɡ）
平　板 0.27 ～ 0.50 914 1,829 ～ 3,048 ─
コイル 0.27 ～ 1.20 610 ～ 1,219 ─ 2,000 ～ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色　12色　＊指定色についてもご相談に応じます。
日本工業規格の番号　JIS G 3322
国土交通大臣認定不燃材料　NM-8697
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