
　　　　　は、95% 以上が金属でできたドイツ生まれの特殊メタルコー
ティングです。あらゆる素材の表面を金属化し、金属特有の質感を演出する
とともに、軽量で且つ耐久性に優れた塗る金属です。新たな金属が織りなす
ラグジュアリーなヴィンテージ感が、ライフスタイルに彩りをもたらします。

無 限に広 がる、 金 属の可能 性



表 情豊 かな 金 属の 輝き

17種類の金属ラインナップで構成されるオーダーメイドコーティング。
金属特有の重量感や煌めきで、味わい深い表情を演出します。施工方法
によって素材表面は、マット（無光沢）、サテン（半光沢）、ポリッシュ（光沢）、
テクスチャー（模様）に加えエイジング処理など多彩な仕上げが可能です。

Premium Coating
［ステンレスドア］

鉄黒皮仕上

OUR WORKS
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FRP ＋ブロンズ （黒燻し）

MDF ＋ブロンズ （黒燻し）

青銅（ブロンズ）

BR
Bronze

黒燻し 緑青 黒染め

アルミ複合版＋ブロンズ （黒燻し）

設計デザイン／ SUPPOSE DESIGN OFFICE 谷尻誠 吉田愛
撮影／伊藤徹也

0403



ステンレス板＋真鍮（黒燻し）

FRP ＋真鍮

真鍮

BS
Brass (Messing)

黒燻し 緑青

ステンレス＋真鍮（黒燻し） 設計デザイン／株式会社 NAP 建設設計事務所 中村拓志　撮影／藤井浩司（株式会社ナカサアンドパートナー）

0605



ニッケルシルバー

NS
Nickel Silver

天然木＋ニッケルシルバー シナ合板＋ニッケルシルバー（黒燻し）

錫

TN
Tin

MDF ＋錫

鉄

IR
Iron

赤錆 赤錆・黒皮混合 黒皮

MDF ＋鉄（赤錆・黒皮混合）

石膏ボード＋錫
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設計デザイン／永山祐子建築設計 永山祐子

ホワイトブロンズ

WB
White Bronze

FRP ＋ホワイトブロンズ MDF ＋ホワイトブロンズ

黒染め

FRP ＋エイジドブロンズ

エイジドブロンズ

AB
Aged Bronze

シナ合板＋
エイジドブロンズ （黒染め）

銅（カッパー）

CO
Copper

部分緑青 全体緑青 黒染め

ウレタンゴム＋メディカルカッパー

メディカルカッパー

MC
Medical Copper

鉄＋メディカルカッパースチール板＋銅（梨地）

※メディカルカッパーは
　抗菌性を重視した製品です。
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ゴールド

GL
Gold

アルミ複合版＋ゴールド アルミニウム＋ゴールド

アルミニウム

AL
Aluminum

FRP ＋アルミニウムMDF ＋アルミニウム

ガンスモーク

GS
Gun Smoke

FRP ＋ガンスモーク

FRP ＋ガンスモーク

リフレックス S01

RS
Reflex S01

FRP ＋リフレックス S01

MDF ＋リフレックス S01
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チタニウム

TI
Titanium

MDF ＋チタニウム （ドリッピング仕上）

マンガネーゼ

MA
Manganese

シナ合板＋マンガネーゼ
（黒燻し）

FRP ＋マンガネーゼ （黒燻し）

ステンレススチール

SS
Stainless Steel

FRP ＋ステンレススチール

FRP ＋ステンレススチール シナ合板＋亜鉛

亜鉛

ZN
Zinc

MDF ＋亜鉛

黒染め 黒染め磨き

MDF ＋チタニウム （ドリッピング仕上）
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サイズ共通  W720×H2170×D38mm

１ 木＋鉄（黒皮）
２ 木＋真鍮（黒燻し）
３ 木＋銅（緑青部分仕上）
４ 木＋鉄（赤錆仕上）
５ 木（古材組合せ）＋錫（ハイポリッシュ仕上）
６ 木＋鉄（赤錆部分仕上）
７ 木＋ニッケルシルバー（梨地＋ハイポリッシュ部分仕上）

5 6 7

1 2 3 4

住宅の顔 、 金 属ドア

Door series

　　　　　加工を施したドアコレクション。本体
ベースは、木材・アルミなどの軽量なものから、頑丈
なスチール・ステンレスまで幅広く対応できます。ま
た、ドアハンドル・取っ手・押棒などオリジナルデザ
インでの製作も可能です。今までにない特別なオリ
ジナルドアで住まいの顔を創造します。

Collection

アルミ＋青銅（ブロンズ）
（黒燻し）※寸法に関しては、ご希望にあわせて対応が可能です。
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従来の金属ドアは、金属であるがゆえに、“ 重量 ”
があり、またその加工において想像以上の “ コスト”
がかさむといった悩みがありました。「金属だからこ
そ！」という考えは金属が持つ弱点でもあったわけで
す。その弱点を見事にクリアできたのが、　　　　　
のドアシリーズです。
従来の銅、真鍮、青銅で製作した金属ドアと比較す
れば、コストは何と1/４、本体・フレームをアルミ、堅
木などで製作することで、重量は１/５。しかもデザイ
ン性は、従来の金属ドアと同等。
従来の金属ドアのデメリットを払拭する、画期的な
　　　　　のドアシリーズがここに誕生しました。

Door series
[ ステンレスドア ]

銅（カッパー）
黒ずみ仕上

OUR WORKS

[ ドア ]
木＋真鍮 （黒燻し）

OUR WORKS
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1 真鍮

MD

2 ゴールド 3 鉄 4 青銅 5 銅

1 鉄
※内装のみ加工が可能です。

MA

2 真鍮 3 銅 4 青銅 5 鉄

1 鉄
※内装のみ加工が可能です。

MC

2 真鍮 3 銅 4 錫 5 青銅

1 真鍮

MJ

2 真鍮 3 鉄 4 真鍮 5 銅

唯 一 無二の 金 属タイル

Tile series
Collection

　　　　　加工を施したタイルコレクション。金属の持つ
自然で力強い表現と深みを持ちながら、軽量かつ作業性
に優れた新しい商品です。

1 青銅緑青

MS

2 鉄赤錆 3 鉄黒錆 4 エイジドブロンズ
　緑青

5 真鍮緑青

1 ガンスモーク
※内装のみ加工が可能です。

MW

2 銅 3 青銅 4 真鍮 5 アルミニウム

金属タイル素材構成

0.07〜 0.2mm

特殊メタルコーティング

● トップコート
● ガラスコーティング
● 金属
● シリコン樹脂
 アクリル樹脂
 その他

表面処理

芯　材

アルミ樹脂
ケイ酸カルシウム板
木製合板
ガラス
その他

※寸法に関しては、ご希望にあわせて対応が可能です。
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1 ガンスモーク

MW

OUR WORKS

Tile series

OUR WORKS

1 青銅緑青

MS

OUR WORKS

4 青銅

MD

※ 基 準 寸 法 以 外 にも、
オーダーメイドでサイズ、
形状、凹凸などさまざま
な形に仕上げることがで
きます。
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「自分で塗れる」DIY KIT
　　　　　 加 工 を 気 軽 に 体 験 で きるシリーズ。DIY KIT 
50AQUA（5色）100AQUA（5色）、DIY KIT 100（7色）のバリ
エーションであらゆるモノに金属そのものの質感と輝きを。“自
分でできる” DIY ライフを楽しんでいただけます。なお DIY KIT 
Pro（500、1000、2000）は、上級者向けの商品です。※商標登録済

［DIY KIT 100 取り扱い店舗一覧 ］

東急ハンズ （一部店舗）   http://www.tokyu-hands.co.jp/

ニッペホームオンライン　http://www.nippehome-online.jp

デアゴスティーニ・ジャパン　https://deagostini.jp

3D プリンターマーケット　http://3dprinter-market.jp

シーフォース　http://www.tools-shop.net

アイチ金属　http://www.aichi-metal.co.jp/verometal/diykit/

2018年10月現在

DIY KIT 50AQUA 100AQUA

DIY KIT Pro 500 1000 2000
DIY KIT 100
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Performance Table vol.1 ヴェロメタル性能表 1

試験概要 性能評価検査機関

ASTM　INTERNATIONAL（国際標準化・規格設定機関） 一般財団法人　日本塗料検査協会

硬度試験１（鉛筆硬度） 試験方法：ASTM D 3363 試験方法：JIS K 5600-5-4:1999

被膜硬度（硬さ）の試験 鉛筆法に準じて
6H

鉛筆法に準じて
6H

硬度試験２（バーコル硬度） 試験方法：ASTM D 2583 試験方法：JIS K 7060・K 6911

被膜硬度（硬さ）の試験 バーコル硬度計にて
試験結果 :90

―

人工風化試験・促進耐候性試験 試験方法：EN ISO 4892-2 試験方法：JIS K 5600-7-7:2008

耐候性に対する試験 1500 サイクル：120 分（102 分 ,/18 分間　放水）
3000 時間キセノン照射
表面剥離、ヒビ割れなし（色彩の変化が起きる）

試験時間：300 時間
スペクトル分布：方法１

膨れ・割れ・剥がれおよび著しい変色がない

衝撃耐性試験 試験方法：ASTM D 2794 試験方法：JIS K 5600-5-3

急激な変形に対する試験 ガードナー可変式衝撃試験機にて
80inc ポンド衝撃耐性に合格
※ 80inc ポンド試験でのヒビ割れや破砕の兆候は見られなかった

―

テーパー摩耗試験 試験方法：ASTM D 4060 試験方法：JIS K 5600-5-9:1999

こすれに対する試験 テーパー型摩耗試験器にて
・1000g 荷重と 500 回転の後、0.09% の質量削減
・1000g 荷重と 1000 回転の後、0.24% の質量削減

摩耗輪法に準じて
摩耗輪の種類：CS-17
摩耗輪の荷重：9.8N
回転数：1000 回転
平均値：194

耐洗浄性試験 試験方法：JIS A 6909:2010

こすれに対する試験 ― 耐洗浄性試験に準じて
ブラシの往復：500 回
剥がれ、摩耗による基盤の露出なし

ひっぱり付着試験 試験方法 :ASTM D 4541 試験方法：JIS K 5600-5-6:1999

材料に対する塗膜の付着試験 塗膜付着力試験機にて
3500PSI

―

試験概要 性能評価検査機関

ASTM　INTERNATIONAL（国際標準化・規格設定機関） 一般財団法人　日本塗料検査協会

密着性試験 試験方法：ASTM D 3359 試験方法：JIS K 5600-5-6:1999

材料に対する塗膜の密着性試験 テープ試験　A 法にて
材料の剥離なし

クロスカット法にて
銅板：分類１
合板：分類１
※試験中：硝子・陶磁器

透水試験 試験方法 JIS A 6909:2010

水を浸透させる試験 ― 透水試験 B 法に準じて
試験期間：24 時間
透水量：0.00ml

耐水試験 試験方法：JIS K 5600-6-1:1999

水に対する性質試験 ― 塗料一般試験方法・第６部に準じて
試験液：脱イオン水
完全に浸せき：30 日
しわ、膨れ、割れおよび剥がれがない

腐食試験 試験方法：JIS K 5600-7-9:2006

塗膜の長期耐久性試験 ― サイクル D に準じて
サイクル腐食試験
試験期間：10 日
さび、膨れ、剥がれなし

燃焼特性試験 試験方法：ASTM E 84-07

建築材に対する表面燃焼特性試験 延焼性
実施５・NFPA 等級 A・UBC 等級 I（延焼速度 0 〜 25）
発煙性
実施０・NFPA 等級 A・UBC 等級 I（450 と同等かそれ以下）

一般財団法人日本建築総合試験所にて不燃検査中
（不燃材にて塗布）

2018年10月現在
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Performance Table vol.2 ヴェロメタル性能表 2

試験概要 性能評価検査機関

一般財団法人日本食品分析センター（試験方法：JIS Z2801）

抗菌力試験１（黄色ブドウ球菌） 生菌数測定結果 抗菌活性値

StaphyLococcuss aureus subsp, aureus NBRC 12732 35℃　24 時間後
試験片 1㎠あたりの生菌数：検出せず

4.6
※抗菌効果：2.0 以上

抗菌力試験２（大腸菌） 生菌数測定結果 抗菌活性値

Escherichia coli NBRC 3972 35℃　24 時間後
試験片 1㎠あたりの生菌数：検出せず

6.2
※抗菌効果：2.0 以上

抗菌力試験３（大腸菌、血清型 O157） 生菌数測定結果 抗菌活性値

Escherichia coli ATCC 43895 35℃　24 時間後
試験片 1㎠あたりの生菌数：検出せず

5.8
※抗菌効果：2.0 以上

抗菌力試験４（MRSA） 生菌数測定結果 抗菌活性値

StaphyLococcus aureus IID1677 35℃　24 時間後
試験片 1㎠あたりの生菌数：検出せず

5.4
※抗菌効果：2.0 以上

上記抗菌作用のある金属（7種類）

よくあるご 質 問&AQ

塗料（ペンキ）ですか？

95％以上の純粋な金属化合物と樹脂を組み合わせ
た非溶融の金属コーティング剤です。常温（20度以
上）の環境下、24時間で硬化し、さらに金属そのもの
を粉砕して使用しているため、従来の塗料（ペンキ）と
はまったく異なる製品です。

その他のご質問は、フリーダイヤルでお問い合わせください。

Copper

銅（カッパー）

Medical 
Copper

メディカルカッパー

Bronze

青銅（ブロンズ）

Aged 
Bronze

エイジドブロンズ

Brass
（Messing）

真鍮

Gun 
Smoke

ガンスモーク

Reflex 
S01

リフレックス S01

Q

A

金属メッキとの違いは？

常温でどのような素材にもコーティングすることで表
面を金属化できる画期的な金属コーティング技術で
す。使用可能な素材は、ラミネート製品・メラミン・木
材・プラスチック・石膏・グラスファイバー（FRG）・
FRP・GRC・GRP・陶器類・コンクリート・ウレタン・
硝子・金属など、ほとんど全ての素材表面に金属コー
ティングすることが可能です。

Q

A

屋外でも使えますか？ 耐候性は？

基盤となる素材が外気や風雨などに耐える素材で
あり、表面は金属層であるため、基本的に問題はあ
りません。ASTM 国 際 規 格 にる耐 候 性 試 験 (EN 
ISO4892-2) の3000時間のキセノン光照射試験で
は表面剥離、ヒビ割れは認められませんでした。また
通常の塗料同様、色彩の変化（経年変化など）は確認
されましたが、研磨することで再び美しい金属光沢を
再現することができました。

Q

A

コーティングしただけで
金属のようになりますか？
コーティング後、常温（20度以上）の環境下で 24時
間で硬化します。金属粉は重いため沈みながら金属
層を形成し、表面には樹脂層が形成されます。その表
面を研磨材で磨くことで金属層を露出させます。更
に研磨材の番手を上げながら研磨をくりかえすこと
で、更に美しい金属光沢を得ることができます。

Q

A

コーティング層の厚みは
どれくらいですか？
特に基準はありません。意匠性や強度を考慮して、ご
希望の厚さにコーティング可能です。経済的な塗膜
の厚さは 0.07㎜〜2㎜になります。

Q

A

収縮性・柔軟性・電気伝導性について
教えて下さい。
収縮性：蒸発作用による収縮性はありません。
柔軟性：凝固した状態で非常に硬い被膜を形成する
ため、柔軟性はありません。
電気伝導性：テスター試験により電気伝導は認めら
れませんでした。絶縁体です。

Q

A

基本構成を教えて下さい。

金属粉（パウダー）・樹脂（バインダー）・硬化材で構
成されております。

Q

A

コーティングに特殊な道具は必要ですか？

塗る作業には刷毛・ローラー・スポンジなど、研磨作
業にはスチールウール・サンドペーパーと、一般的に
市販されている物で可能です。塗る作業でスプレー
を使用される場合は、ノズル口径を1.3㎜〜1.5㎜で
ご使用下さい。

Q

A

コーティングする際の下地処理は
必要ですか？
基本的にはコーティングを施す表面を、サンドペー
パーなどで荒らした後に、油分などを除去すれば特
別な処理は必要ありませんが、樹脂（バインダー）を
素材に浸透させないために、プライマーなど下塗り
塗料で下地を作ることを推奨します。

Q

A

コーティングできない素材はありますか？

発泡スチロール・ゴム・水・氷です。

Q

A

2018年10月現在

一般社団法人抗菌製品技術協議会 認定  0120 -758 -018
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