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アレンジコンクリート
景観工法フロアー・シリーズ

特殊部分着色工法

新設床向け景観工法 改修向け景観工法

スタンプコンクリートのデザインを既設コンクリ
ート上に施工ができる工法です。生コンを打設し
ないのでリフォームに最適。レストランやブティ
ックなどの店舗内装から駐車場や屋上、プール
サイドやホテルロビーまであらゆる場所で美し
いデザインを表現します。

塗布後の化学反応の効果を利用して、絶妙な色合いの変化を創り出す特殊部分着色剤です。床面用のスタンプコンクリ
ートから壁面のスタンプウォール、モルタル造形の部分着色としても幅広く活用できます。

アレンジコンクリート・フロアーシリーズ

STAMPED
CONCRETE

LAYERED

PAPERED
CONCRETE

STAIN

SPRAYED
CONCRETE

天然石やレンガの自然な風合いを、コンクリート
表面に再現します。その質感とグレードは、素朴
な雰囲気の舗道から高級ホテルのエントランス
まで幅広く対応できます。また、耐摩耗性にも優

保ちます。

スタンプコンクリート レイヤード

ペーパーコンクリート

プで美しい目地と、スタンプコンクリート工法に
よる自然な石肌模様と陰影との組み合わせで天
然石やレンガの素材感を表現します。
仕上がりが比較的フラットでバリアフリーに適し
ています。

スプレーコンクリート
既存のコンクリート床へ吹き付ける薄層モルタ
ル工法。デザイン型紙を使用し、美しいリフォー
ムが実現します。短期間で完成し、様々な場所に
多彩な表情を生み出せるほか、優れた強度や防
滑性などの効果も発揮。美しく且つ快適な環境
づくりに活躍します。

ステイン



◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。
2スタンプコンクリート & レイヤード

スタンプコンクリート　SAMPLES

足元から美しく。
住まいの表情を豊かに演出。気品と優美を誇ります。
スタンプコンクリートは、建物の魅力を存分に引き出す足元の化粧なのです。

提供公園（ランダム・ストーン） カーポート（イタリアン・アシュラー）

エントランス（ヨーロピアン・ファン）エントランス（ウッド・プランク） 美術館（ランダム・ストーン）

エントランス（イタリアン・アシュラー）カフェ（ガーデン・ロック）

LAYEREDSTAMPED
CONCRETE&



商業施設（ランダム・ストーン）中庭（ウッド・プランク）

アプローチ
（スモール・イングリッシュ・ストーン）
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スタンプコンクリート　SAMPLES

美しく、落ち着いた風合いをもつ。
スタンプコンクリートは耐久性が優れているだけではなく、新築直後でも美しく年齢を重ねたような
風合いを持ち合わせており、5年後、10年後のコンディションの差が小さいという特長もあります。



商業施設（ウッド・プランク）
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LAYEREDSTAMPED
CONCRETE&

大小さまざまな商業施設で実績多数。
スタンプコンクリートはショッピングモールやテーマパーク等の大型店舗からブティック、レストラン、
カフェ等の中小店舗、カーディーラーまで幅広い実績があります。



スタンプコンクリート & レイヤード
◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。
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スタンプパターン・ソフト　STAMPED-PATTERN SOFT

スタンプコンクリート ＆ レイヤード 兼用パターン

スタンプ作業（型押し）で表現されるパターンです。目地が浅く細く、バリアフリーに適しています。

ランダム・ストーン

ウッド・プランク

イタリアン・アシュラー

スモール・イングリッシュ・ストーン

ルイジアナ・パパ

950

950

アドビバフ ブラウン・サンドバフ

160

232

232

613

533

360

533

613

424

232

613

533

330

232

176

613

サバル ダークグレー

1237

310
310

メープル ライトグレー

ナイル ブラウン・サンドバフ

ラージ・イングリッシュ・ストーン
フィリーブルー

610

1295

1295

610

テラコッタ ダークグレー

ライトブラウンメープル

メープル ライトグレー

ダークグレー

550

1170

ルイジアナ・ママ

550

832

ツリー

1280

910

1280

910

1495

750



◆本カタログの商品ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。
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STAMPED
CONCRETE

ユースト・ブリックヨーロピアン・ファン

アンデス

1273

442

748

サバル ダークグレー

970

435

ステイン

スタンプジョイント

※スタンプジョイント
　及びステインは
　オプション（別途）

ステイン
スタンプジョイント
（目地埋め材）

アレンジ
ハードナー

リリースパウダー

ステイン（特殊着色剤）及びスタンプジョイント（目地埋め材）の
施工は、追加オプション（別途）となります。

目地の無い天然石のナチュラルな風合いを床面に表現します。テクスチュア・マット TEXTURE MAT

1200

1200

テラコッタハーベスト・サンド

砂　岩 岩　肌 コキーナ

目地の無い天然石のナチュラルな風合いを床面に表現します。

600

1200

ラージ・アラビアン

885

885

テラコッタ

アドビバフ ブラウン・サンドバフ
750

1000

コブルストーン
アドビバフ ブラウン・サンドバフ

フィリーブルー ライトグレー



スタンプコンクリート7

スタンプパターン・ハード　STAMPED-PATTERN HARD

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

（スタンプコンクリート新設用パターン）

スタンプ作業（型押し）で表現されるパターンです。目地が深く、本格的な風合いを再現します。

R.B. ベルジャン・ブロック

ソルディアー・コース U.B.T.

ランダム・フラッグストーン

ガーデン・ロック
テラコッタ ダークグレー アドビバフ ダークブラウン

ユーロ・フィールドストーン
サバル ダークグレー ダークブラウン

ベルジャン・スタック・ボンド

762

762

760

820

625

1063

210

840

118

950

スタンプパターン・ハード/ボーダー STAMPED-PATTERN HARD/BORDER

テラコッタ テラコッタダークグレー ダークグレー

メープル

1400

350

1500

260

イングリッシュ・ローズ フルール・ド・リス

▲施工例 ▲施工例

ボーダーアート BORDER ART美しいアートがスタンプで表現できる新パターン。フロアーを彩るアクセントに。

着色は追加オプション（別途料金）となります。

※上記のサンプルは着色及びテクスチュアを施しております。

1150

460



◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。
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PROCESS

スタンプコンクリート 新設コンクリート用スタンプ工法

レイヤード工法 既存コンクリート改修用スタンプ工法

スタンプコンクリート

スタンプコンクリートの施工方法は、用途に応じて「レギュラー工法」と「レイヤード工法」が選べます。

1. 下地処理

クラック処理及びレイタンス、ほこり
等を除去します。

2. プライマー塗布

専用プライマーを塗布します。

3. 材料混練り

レイヤードグラウトと専用トナーを
混練したものにレイヤードレジンを
混入し、撹拌します。

4. 材料塗り付け・均し

材料を塗り付け、平滑に均します。

5. スタンプリリース散布

噴霧器を使用して施工面及びスタン
プパターン（ゴムマット）にスタンプ
リリースを散布します。

6. 型押し（スタンプ処理）

施工面の締まり具合を確認してタイ
ミング良くスタンプ作業を行います。

7. リリースオイル散布

スタンプリリースにリリースパウダー
を混入し、噴霧器を使用し散布します。
自然な濃淡を作りだします。

8. 仕上げ（トップコート塗布）

スタンプリリース乾燥後、ブロアー等
でゴミ等を除去し専用トップコートを
塗布します。

※ご注意：右の状況下では施工を延期してください。●気温が5℃以下の場合●施工後、夏場12時間、冬場24時間以内に降雨雪のある場合。●冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合。

1. コンクリート打設

打設後、生コンを平滑にならします。

2. スタンプハードナー散布

アレンジハードナーをコンクリート
表面に均一に散布し、金ごて等で
均します。

3. スタンプリリース散布

噴霧器を使用して施工面及びスタン
プパターン（ゴムマット）にスタンプ
リリースを散布します。

4. 型押し（スタンプ処理）

施工面の締まり具合を確認して
タイミング良くスタンプ作業を
行います。

5. リリースオイル散布

スタンプリリースにリリースパウダー
を混入し、噴霧器を使用し散布します。
自然な濃淡を作りだします。

6. 養　生

コンクリートの水分を抜くために
養生を行います。

7. 洗　浄

後日コンクリート硬化後、洗浄剤等
でリリースを調整します。 

8. 仕上げ（仕上げ剤塗布）

専用トップコートを塗布することに
より、大幅に耐久性が向上します。

施工プロセス

※ご注意：右の状況下では施工を延期してください。●気温が5℃以下の場合●施工後、夏場12時間、冬場24時間以内に降雨雪のある場合。●冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合。

『スタンプコンクリート』は、打設した生コンにスタンプパターンを
型押しし、自然石や木目などの美しいデザインを床面に表現します。

『レイヤード』はわずかな塗り厚で型押しができる改修用工法です。
生コンを打設しませんので、リフォームに最適です。

STAMPED
CONCRETE



スタンプコンクリート & ペーパーコンクリート9

カラーバリエーション　COLOR VARIATION

ハーベスト・サンド / ブラウン・サンドバフ

アドビバフ / ダークグレー

ナイル / テラコッタ

ナイル / ブラウン・サンドバフ

ナイル / メープル

ナイル / ダークグレー

ナイル / ライトブラウン

アドビバフ / ブラウン・サンドバフ

アドビバフ / テラコッタ

アドビバフ / メープル

アドビバフ / ライトブラウン

ハーベスト・サンド / テラコッタ

ハーベスト・サンド / ダークグレー

ハーベスト・サンド / メープル

ハーベスト・サンド / ライトブラウン

アドビバフ ナイル

テラコッタ

ブラウン・サンドバフ

メープル

ダークグレー

ライトブラウン

●変色しにくく、耐摩耗性に優れております。
●剥がれたり割れたりせず丈夫です。

●自然な濃淡を生み出します。
●使用量により色合いを調整できます。

アレンジハードナーは、
コンクリート凸部に乗ります。

アレンジハードナー
表面強化着色材

リリースパウダーは、
コンクリート凹部に乗ります。

リリースパウダー
専用カラーパウダー

リリース
パウダー

★★★ ★★★ ★★★

★★★ ★★★ ★★

★★★ ★★★ ★★★

★★★ ★★★ ★★★

★ ★ ★★

カラーバリエーションに
★印を付けております。
★印の数の多さが人気の
バロメーターです。

配色選びのアドバイス

ハーベスト・サンド

※右サンプルのパターンは、スタンプ
　コンクリートのイタリアン・アシュ
　ラーを使用しております。

※スタンプコンクリートとペーパー
　コンクリートの着色材料は共通です。

スタンプコンクリート、ペーパーコンクリート共通カラーチャート

アレンジハードナーとリリースパウダーのお奨め配色一覧です。

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。



◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。
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フィリーブルー / ダークグレー

フィリーブルー / テラコッタ

フィリーブルー / ブラウン・サンドバフ

フィリーブルー / メープル

フィリーブルー / ライトブラウン

サバル / ダークグレー テラコッタ / ダークグレー

テラコッタ / テラコッタ

テラコッタ / ブラウン・サンドバフ

テラコッタ / メープル

テラコッタ / ライトブラウン

サンドバフ / ダークグレー

サンドバフ /テラコッタ

サンドバフ / ブラウン・サンドバフ

サンドバフ / メープル

サンドバフ / ライトブラウン

メープル / テラコッタ

メープル / ブラウン・サンドバフ

メープル / メープル

メープル / ダークグレー

メープル / ライトブラウン

サバル / テラコッタ

サバル / ブラウン・サンドバフ

サバル / メープル

サバル / ライトブラウン

フィリーブルーサバル テラコッタサンドバフ メープル

★ ★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★★★ ★

★★ ★ ★ ★ ★

★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

※下記サンプルのパターンは、スタンプコンクリートのイタリアン・アシュラーを使用。

PAPERED
CONCRETE

STAMPED
CONCRETE &



●アレンジハードナーとリリースパウダーの組合せで、多彩なカラーバリエーションが生み出されます。
●前頁のお奨めの組合せ例を参考にお選び下さい。

スタンプコンクリート、ペーパーコンクリート共通 カラー材料一覧

アレンジハードナー全13色及び、リリースパウダー全7色の一覧です。

●変色しにくく、耐摩耗性に優れています。
●剥がれたり割れたりせず丈夫です。

アレンジハードナーは、コンクリート凸部に乗ります。

アレンジハードナー
表面強化着色材

カラーコレクション　STAMPED-PATTERN HARD PAPERED
CONCRETE

STAMPED
CONCRETE &

スタンプコンクリート & ペーパーコンクリート11
◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。



■特　長
　ステインは、塗布後の化学反応の効果を利用して、色合いの変化を創り出す特殊部
分着色剤です。
　床面用のスタンプコンクリートからボーダーアート、壁面用のスタンプウォールやモ
ルタル造形の部分着色として幅広く活用できます。これらの工法とステイン工法との
組み合わせにより、これまで表現が不可能だったデザインを創りあげることができま
す。カラーバリエーションは全４色。
 また、何色かのステインを噴霧器で吹きつけ、グラデーションを表現することも可能
です。通常は原液で塗布しますが、水で希釈することにより大きく異なるイメージを表
現することも可能です。

ステイン工法は、ひとつひとつの仕上がりが微妙に異なり、独特の風合いが生まれます。

ステイン工法は、その仕上がりを予測し
にくい着色工法です。
事前に試験施工を行ってから判断され
ることをお奨めいたします。
施工は専門業者が責任を持って施工い
たしますのでご安心下さい。

ご使用にあたって

ステイン工法 STAIN

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。
12ステイン



ペーパーコンクリート13

ペーパーコンクリート　SAMPLES

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

天然石の美しさを足元に。
デザイン型紙を使用するスタンプ工法ペーパーコンクリートは、新設床に天然石の風合いを低コストで
美しく表現することができます。周囲の景観にマッチし、建物の魅力を引き立てます。

エントランス（ランダム・ストーン）

ショッピングモール（ランダム・ストーン）

ショッピングモール（切石模様）

道の駅
（オールド・ロンドン）

集合住宅・エントランス
（切石模様）

一般住宅
（ランダム・ストーン、ブリックボーダー）

ショッピングモール
（ランダム・ブルーストーン）

ショッピングモール
（ランダム・ブルーストーン）



14ペーパーコンクリート

PAPERED
CONCRETE

◆本カタログの商品ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

1. コンクリート打設

打設後、生コンを平滑にならします。

2. ペーパーテンプレート敷込み

コンクリートの上にペーパーテンプ
レートを敷き込みます。

3. アレンジハードナー散布

強化着色剤のアレンジハードナー
を均一に散布。散布するごとに
金鏝・トンボ等でならします。

4. スタンプリリース塗布

スタンプリリース（剥離剤）をロー
ラー刷毛または噴霧器で薄く均一
に塗布します。

5. 型押し（スタンプ処理）

タンパーを使いテクスチュア・マット
をスタンプしてコンクリート表面に
石肌模様を施します。

6. ペーパーテンプレート除去

噴霧器を使い、着色済みのスタンプ
リリースで濃淡をつけます。
仕上げ面を傷つけない様に注意して、
テンプレートを取り除きます。

7. 洗　浄

コンクリート硬化後、洗浄剤等で
リリースを洗浄しながら色調整を
行います。

8. 仕上げ（仕上げ剤塗布）

専用トップコートを刷毛等で均一に
塗布し、仕上げを行います。

バリアフリーに適しています。
ペーパーコンクリートは仕上がりが美しいだけでなく、比較的フラットという特長を持ち合わせている
ので、公共施設や集合住宅のエントランス、歩道などにも適しております。

集合住宅・エントランス（ランダム・ブルーストーン）

集合住宅・エントランス（切石模様）

集合住宅・エントランス（切石模様）

ショッピングモール（オールド・ロンドン）

施工プロセス

※ご注意：右の状況下では施工を延期してください。●気温が5℃以下の場合●施工後、夏場12時間、冬場24時間以内に降雨雪のある場合。●冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合。



ペーパーコンクリート15
◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

ペーパーテンプレート・バリエーション

ペーパーテンプレートでデザインを表現し、テクスチュアをスタンプすることで質感を出します。

PAPERED
CONCRETE

ランダム・ブルーストーン

ランダム・ストーン

オールド・ロンドン コブル・サークル

ニュー・イングリッシュ

切石模様

ブリック・ボーダー

サバル ライトグレー ハーベスト・サンド テラコッタ

ハーベスト・サンド メープル

フィリーブルー ライトグレー

ハーベスト・サンド ブラウン・サンドバフ

ナイル ブラウン・サンドバフ

テラコッタ ダークブラウン



16スプレーコンクリート
◆本カタログの商品ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

スプレーコンクリート　SAMPLES

優れた防滑性を発揮。
スプレーコンクリートは既存のコンクリート床へ吹き付ける薄層モルタル工法。
デザイン型紙を使用し、美しいリフォームを実現。防滑性も抜群です。

SPRAYED
CONCRETE
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スプレーコンクリート　PROCESS & COLOR SPRAYED
CONCRETE

◆本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

カラーリングを表現するアレンジハードナー全13色の一覧です。アレンジハードナー（全13色）

一般住宅・カーポート
（オールド・ロンドン）

強い圧縮強度。
スプレーコンクリートは、通常のコンクリートより高い圧縮強度を誇ります。
老朽化したコンクリートが見違えるほどに美しく生まれ変わります。

集合住宅・アプローチ
（ニュー・イングリッシュ）

1. 下地処理

コンクリート表面のレイタンス、油、
汚れを除去します。

2. プライマーコート塗布

下地とスプレーコンクリートの接着
性を強化するためのプライマー
処理です。

3. ファーストコート塗り付け

スプレーレジン水溶液とアレンジ
ハードナーを混合したものを使用し、
目地部分の色付けを行います。

4. ペーパーテンプレート配置

ロール状のペーパーテンプレートを
貼り付けます。マスキングテープを
使用する場合もこの段階で貼り付け
を行います。

5. セカンドコート吹き付け

ファーストコートとは異なった色で
吹き付けを行います。

6. ペーパーテンプレート除去

ペーパーテンプレートやマスキング
テープを除去します。その後は乾燥
養生させます。

7. 仕上げ（トップコート塗布）

セカンドコートが完全に乾燥したら、
2回に分けてトップコートを塗布。
トップコートは、高い発色性、耐候性
等の効果を生み出します。

施工プロセス

※ご注意：右の状況下では施工を延期してください。●気温が5℃以下の場合●施工後、夏場12時間、冬場24時間以内に降雨雪のある場合。●冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合。

8. 完成

フィリーブルーホワイト

イエロー

グリーン

ラストブラウン ブラック

ハーベスト・サンド アドビバフ サバルナイル

テラコッタサンドバフ メープル



18スプレーコンクリート

VARIATION SPRAYED
CONCRETE

◆本カタログの商品ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

ランダム・ブルーストーン

ランダム・ストーン

切石模様

オールド・ロンドン

ニュー・イングリッシュ

ラストブラウン サンドバフ サバル ブラック

アドビバフ サンドバフ

ナイル ラストブラウン

イエロー サバル

フィリーブルー ブラック

サンドバフ サバル

コブル・サークル

ブリック・ボーダー

セカンドコート
カラー

ファーストコート
カラー

※玉吹：白黒

450

900

220

※玉吹：白黒

※玉吹：白黒

※玉吹：白黒 ※玉吹：白黒

※玉吹：白黒

2nd 1st

2nd 1st

※玉吹：黒

950
850

2nd 1st

2nd 1st

2nd 1st

2nd 1st

2nd 1st

2nd 1st

2nd 1st

2nd 1st

960
940

ペーパーテンプレート・バリエーション

7種類のペーパーテンプレートの中からお好みのデザインをお選び下さい。

950
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