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Product Info
ベルング商品 塗装・塗料製造

ベルング商品ラインナップ
その他事業紹介

塗装事業
ハウスメーカー様向け建築資材・内部造作材の塗装工場です。

量産品だけでなく邸別出荷品も扱い､徹底した品質管理のもとで生産。

快適な住空間の住まいづくりに貢献します。

あらゆるニーズに応えるため、小物から長尺物など特殊形状にも対応した塗装を行います。

塗装で使用する塗料は、溶剤塗料、水性塗料、オイル塗料、自然塗料など、ニーズに合わせ

て塗料を選定させて頂きます。

メーカーとしてのノウハウを活かし用途に合わせた各種塗装をご提案

機械設備を有効活用した量産のみならず、機械では対応できない小物や大きな製品、

特殊加工品など､少量多品種にも手吹き塗装により対応致します｡

工場内に塗装ブースを３基保有しており、最長８m の部材を塗装することが可能です。

塗装した製品は厳重に検査・梱包し、指定場所への納品も請負います。

また、セット梱包や邸別梱包にも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

水性塗料製造 ニーズにあった新しい機能性塗料の分野へ展開します。

健康負荷がなにかと話題になっている日本の環境下において、水性塗料に特化した製品を皆様にお届けしております。オール水性

としての塗料化に取り組み、外観性能から塗膜によるさまざまな機能性を追求して、安心安全な塗料商品を展開しております。

塗料小詰・缶内調色対応

当社では OEM 受託の一環として、缶内調色や水性塗料の小詰めを専門部署にて行い、

お客様をサポートしています。少量多品種の要求が多い塗料業界において、各種金属缶、

ポリ容器、パウチパック等への充填、各種ラベル貼り、セットアップ ( 袋入れや箱詰め

など )、ロット印字等あらゆる作業を請負います。

当社は長年のノウハウを活かして、このような作業においても計画的な生産性を徹底

した生産管理下で実現しております。

受託 (ＯＥＭ) 製造

当社ではお客様の商品の OEM 受託サポートを行っております。１バッチ数 10kg ～

3,000kg まで、ご要望に応じた数量の製造を請負います。

石油缶内攪拌からディスパー製造品まで多様な製造でお客様のニーズに対応しており

ます。あらゆる分野の製造を受託させて頂いている製造ノウハウと品質管理体制のも

と、低粘度から高粘度の水性塗料の製造を承っております。

【 ベルングフロアコート 主剤 】 【 ベルングワックス 】

ベルングはＴＣユニオンのプライベートブランドです

【 ベルングフロア 下塗り主剤 】

【 ベルングフロア上塗り主剤全艶消 】

品番：68-369

種類：水性 2液型タイプ

荷姿：15kg 石油缶

用途：教室や体育館など

　　　の木床

マット感を維持した無黄変タイプなので光の反射

を遮り落ち着いたマットな仕上がり感で、ラバー

マーク性にも強靭な性能を発揮します。

品番：68-381

種類：水性 2液型タイプ

荷姿：13.5kg 石油缶

用途：化学床(Pタイル)や

　　　木床保護

施設や店舗など、床面の定期メンテナンス用の塗

料です。高光沢を維持し､耐久性に優れ､長期的に

クリアな質感を維持する低VOC無黄変塗料です。

【 ベルングフロアコート全艶消主剤 】

品番：68-389

種類：水性 2液型タイプ

荷姿：13.5kg 石油缶

用途：化学床(Ｐタイル）

　　　や木床保護

施設や店舗など、床面の定期メンテナンス用の塗

料です。耐久性に優れ、マットな質感を長期的に

持続する低VOC無黄変塗料です。

【 ベルングフロア 共通硬化剤 】

品番：68-3601

荷姿：1.5kg 小缶

用途：68-360
　　　68-361　共通
　　　68-369

『ベルングフロア』専用の硬化剤としてご使用

ください。

【 ベルングフロアコート 共通硬化剤 】

品番：68-3801

荷姿：1.5kg 小缶

用途：68-381
　　　68-389　共通

『ベルングフロアコート』専用の硬化剤として

ご使用ください。

種類：水性

品番：97-331

荷姿：18kg B.I.B

用途：ホモジニアスタイル

　　 　コンポジションタイル

　　 　ビニール床等の化学床

高光沢樹脂ワックスです。光沢、耐久性、作業性

をバランスよく持ち合わせ、レベリングが良く作

業の負担を軽減した使いやすいワックスです。

【 ベルングフロアコート体育館用主剤 】

品番：68-384

種類：水性 2液型タイプ

荷姿：13.5kg 石油缶

用途：体育館床面の保護

体育館の定期メンテナンス用の塗料です。高光沢

高耐久を実現し、摩耗による体育館の床の傷みを

緩和します。

【 ベルングリムーバー 】

品番：68-399

荷姿：18kg ドラム缶

用途：ワックスの剥離

ベルングワックス用剥離剤です｡ビルドアップした

ベルングワックスの剥離作業にご使用ください｡

 (※注)ベルングフロアコートを剥離することはできません。

【 ベルング床用ウレタン剥離剤 】

品番：68-951

荷姿：16kg 石油缶

用途：塗膜の剥離

ベルングフロアコート用のウレタン剥離剤です｡

定期メンテナンスの重ね塗りでビルドアップした

既存のウレタン塗膜剥離作業にご使用ください｡

【 ベルングウレタンシンナー S/M/W 】

トルエン･キシレン･ベンゼン不使用のウレタンシ

ンナーです｡ウレタン塗料（シーラー･サンジング

フラット)及びラッカー塗料にもご使用頂けます。

品番：82-771/772/773

荷姿：16L 石油缶

種類：[Ｓ] 夏季用
　　　[Ｍ] 春季･秋季用
　　　[Ｗ] 冬季用

【 ベルングガンクリーナー 】

種類：水系

品番：68-910

荷姿：4kg ポリ容器

用途：スプレーガンや

　　　ノズル等の剥離

スプレーガンのノズルやキャップ、塗料カップな

どに固着化した頑固な塗膜を浮かせて剥がす強力

剥離剤です。

【 水性補修用塗料 】

荷姿：30cc刷毛付き容器

用途：住宅部材の補修

カラー：調色可

※ 詳細はご相談ください

住宅部材などのちょっとした補修にご使用いただ

ける水性の補修用塗料です。容器に刷毛が内蔵さ

れていますので、簡単にご使用頂けます。

品番：68-360

種類：水性 2液型タイプ

荷姿：15kg 石油缶

用途：教室や体育館など

　　　の木床

『68-361上塗り主剤』の塗装前に下塗り剤として

ご使用ください。研磨性に優れ、下塗り特有の

塗膜肉厚感を実現します。

【 ベルングフロア上塗り主剤 】

品番：68-361

種類：水性 2液型タイプ

荷姿：15kg 石油缶

用途：教室や体育館など

　　　の木床

高光沢･高耐久で溶剤タイプと同等クラスの性能を

実現｡クリア感を維持する無黄変タイプで､ラバー

マーク性にも強靭な性能を発揮します。
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