
結婚式場・外壁（アラビアン・ロック）結婚式場・外壁（アラビアン・ロック） 集合住宅・外壁（アラビアン・ロック）
一般住宅・カ-ポート塀/リフォーム（ウッド・プランク）
※床面：スタンプコンクリート

Before

After

マンション・外壁（アラビアン・ロック）

一般住宅・エントランス（アラビアン・ロック）

集合住宅・名称看板（アラビアン・ロック）

マンション・外壁（アラビアン・ロック）

リフォームにも対応!

スタンプウォール1

スタンプウォール　SAMPLES

パターンとカラーは組み合わせ自由。
スタンプウォールは本物そっくりの落ち着いた色合いから、天然石では表現できない色まで表現可能。
豊富なパターンとカラーの自由な組み合わせでオリジナル性の高い壁面を作り上げることができます。

2

STAMPED
WALL

◆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。

年数を経た住宅の
外壁や塀もスタンプ
ウォールで美しく生
まれ変わります。
スタンプコンクリー
トとの組み合わせも
お奨めです。

美しく、ナチュラルな風合いを塀や壁に再現。
スタンプウォールは天然石や煉瓦などの自然な風合いを壁面に美しく表現する画期的な壁面用
スタンプ工法です。割れにくく剥がれにくいという優れた接着性、耐久性を誇ります。

マンション・外壁（アラビアン・ロック）マンション・外壁（キャッスル・ストーン）

集合住宅・塀（アラビアン・ロック）

マンション・エントランス（キャッスル・ストーン）　石積み：スコレット工法

マンション・エントランス（キャッスル・ストーン）　右側柱：スコレット工法

集合住宅・塀（アラビアン・ロック）



マウンテン・ロック

キャッスル・ストーン

クラシック・カット

ハード・ストーン

アラビアン・ロック

フランダース・ブリック

1050

450

950

495

860

466

1050

500

1015

455

アドビ

シルバーグレー ライトグレー

ダークグレー

アドビ ライトブラウン

シルバーグレー シルバーグレー

ブラウン・サンドバフ

ブリック・ボーダー

ブリック

アドビ

ステイン-クリート＊
（テラコッタ、ラストブラウン、ミッションタン）

882

435

770

250

＊マーク ： ステイン-クリートを使用しております。
 ステイン-クリートについてのご説明は
 スタンプコンクリートのカタログに掲載
 しておりますのでそちらをご覧下さい。
＊＊マーク： スタンプジョイントを使用しております。
 スタンプジョイントは目地埋め材です。

スタンプミックス壁 塗厚：15 スタンプミックス壁 塗厚：15 

スタンプミックス壁 塗厚：15 

スタンプミックス壁 塗厚：10 スタンプミックス壁 塗厚：10 

スタンプミックス壁 塗厚：15 

スタンプミックス壁 塗厚：5 

※ステイン-クリートはオプションです。

スタンプミックス壁・ホワイトを使用 スタンプミックス壁・ホワイトを使用

スタンプミックス壁・ホワイトを使用

スタンプミックス壁・グレーを使用スタンプミックス壁・グレーを使用

スタンプミックス壁・ホワイトを使用

スタンプミックス壁・グレーを使用

ストレッチャー・ボンド
1050

500

ブリック ダークグレー

スタンプミックス壁 塗厚：5 

スタンプミックス壁・グレーを使用

モカ ライトブラウンニューテラコッタ ライトブラウン

ウッド・プランク（まさ目） ウッド・プランク（ふし目）
1232 1232

310

ニューテラコッタメープル ライトグレー

310

スタンプミックス壁
塗厚：5 

スタンプミックス壁
塗厚：5 

スタンプミックス壁・ホワイトを使用スタンプミックス壁・グレーを使用

スタンプミックス壁・グレーを使用 スタンプミックス壁・グレーを使用

ライトグレーメープル ダークグレー

ルイジアナ・ママ ルイジアナ・パパスタンプミックス壁 塗厚：15 スタンプミックス壁 塗厚：15 

まさ目 ふし目

ニューテラコッタ

555

1180

550

838

スタンプウォール3

スタンプウォール・パターン　STAMPED WALL PATTERN

◆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。
4スタンプウォール

STAMPED
WALL

パターンバリエーション

壁面を多彩なパターンとカラー・バリエーションで表情豊かに演出します。
ステイン-クリート

スタンプジョイント
（目地埋め材）

スタンプミックス壁
（専用トナーで着色）

リリースパウダー
ステイン-クリート（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となります。



スタンプウォール5

スタンプウォール　PROCESS & COLOR MAKE-UP

◆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。
6スタンプウォール

STAMPED
WALL

メイクアップ

メイクアップ（染色）法の紹介とメイクアップ用カラーの一覧です。
「スタンプミックス壁」は、塗りつける前に下記の「専用トナー」で着色を行います。
　　■濃色系トナー（モカ・ブリック等）…… 標準品である「スタンプミックス壁・グレー」を使用します。
　　□淡色系トナー（アドビ等）…………… 発色性を考慮して「スタンプミックス壁・ホワイト」を使用します。

カラーバリエーション

スタンプウォール工法で施工部分全体に反映されるカラーのご紹介です。

1. 下地処理
施工する箇所の材質や状態に
より、下地処理を行います。
ひび割れや爆裂等もこの時点で
埋めます。
油分や苔・埃等も十分に清掃
します。また、将来的に起こる
クラックを防止するために
サンドモルタルの塗布を強く
推奨します。

2. スタンプミックス壁 塗りつけ

スタンプウォールの為に開発された専用
材料「スタンプミックス壁」と「専用トナー」
を混ぜ、水道水で混練りを行います。

3. リリースオイル塗布

次工程のスタンプ作業をスムーズに
行うために、リリースオイルを壁面と
ゴムマットに適量塗布します。

4. スタンプ作業

スタンプウォール・パターンを押し
付けてスタンプ作業（型押し）を
行います。

5. パウダー塗りつけ水溶液塗布

美しいテクスチュアを強調し、より
リアリティーを高めるためのメイク
アップを行います。通常はリリース
パウダー水溶液を全面に塗布します。

6. リリースパウダー水溶液ワイピング

仕上がりイメージに近い状態まで
リリースパウダー水溶液を拭き
取ります。

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。

発色性と耐久性を高める水性クリアー
シール（専用トップコート）を表面に
塗布して最終仕上げを行います。

7. 仕上げ

濃色系トナー スタンプミックス壁・グレーで使用可能なカラー4色です。

※サンプルは、濃色系トナー、淡色系
　トナー共に、標準トナー1キロを
　使用したものです。

※「スタンプミックス壁・ホワイト」は
　特別に開発された商品である為、
　「スタンプミックス壁・グレー」に
　比べ、多少費用がかかります。

モ　カ メープル ニューテラコッタ ブリック

淡色系トナー スタンプミックス壁・ホワイトを使用するカラー3色です。

アドビ HBサンド シルバーグレー

ご注意：上記のカラーはあくまで印刷による近似色です。実際の色合いと多少異なります。実際の色合いは、サンプルの方でご確認ください。

パウダーディスパー スタンプジョイント ステインクリート
部分着色として使用。

独特の風合いを生み出します。
目地埋め材です。リリースパウダーを本液と水で

溶かして使用します。

※ステイン-クリートについてのご説明は
　スタンプコンクリートのカタログに掲載
　しておりますのでそちらをご覧下さい。
※施工はオプション（別料金）となります。

※上記メイクアップCで使用します。
　右写真の白い目地部分が施工箇所です。
※施工はオプション（別料金）となります。

▲オプション工法使用例：
　スタンプジョイント、ステイン-クリート

リリースパウダー（全20色）

ニューテラコッタ

ブラウン・サンドバフメープル

ライトグレーライトブラウン ダークグレーダークブラウン

ダークレッドライトレッド

アドビ

Rブラウン

ナイルバフ

Tブルー

Fブルー Sグリーン

ミスティピーチ

HBサンド シルバーグレー

Sイエロー

ニューホワイト

ハブラシでリリースパウダーを
すり込みます。

●個々の石の輪郭を強調し、
　風合いを引き出します。

リリースパウダー水溶液（パウダーディスパー＋リリース
パウダー＋水）を塗りつけ、拭き取り加減しながら仕上げます。

●手軽に陰影をつけられます。
●表面、目地共に味わいのある質感を生み出します。

専用目地材（スタンプジョイント）
を塗り込み、拭き取りを加減しな
がら仕上げます。

●目地を埋めると共に表面の
　陰影をつけます。

メイクアップ Bメイクアップ A （レギュラー工法） メイクアップ C

※メイクアップB及びCはオプション扱いとなります。



トラバーチン 木　目砂岩・ランダム 割れ石・ランダム 玉　石

ブリック A （スタンダード） ブリック B （アディショナル） ブリック C （アディショナル）

プラスター & ブリック

石積み A 石積み B

石積み C（組合せ） 石積み D（組合せ）

笠木 B （ブリック） 笠木 C （トラバーチン）笠木 A （ストーン）

Dry Stack

Others

Bricks

Random Type

Wall Caps

Dry Stack (Collaboration)

スコレット7
◆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。

8スコレット

スコレット　DESIGN VARIATION

高い技術が創り出す気品と存在感。
本物同様の石積みや煉瓦、木目等の造形をエクステリアやインテリアに美しく表現します。

▲塀上部等の造形で取り入れる笠木のデザインもお選び頂けます。

SCOLETTE

デザイン・バリエーション

スコレット工法で彫刻される選りすぐりの造形バリエーションです。

驚きの質感。
圧倒的なリアル感。
自由な発想で無限の
オリジナリティを
表現できます。

『スコレット』工法なら、従来大型ア
ミューズメント・パーク等でしか見る
ことの出来ない美しい造形物のエッ
センスを住まいや店舗に取り込むこ
とが出来るのです。
　専用に開発されたプレミックス・
モルタル『スコレットミックス＜壁＞』
を使用することにより、施工性が向
上し、一般のエクステリア及び店舗
内装向けのモルタル造形工法として
確立しました。
本物よりも美しく...。イマジネーショ
ンをかたちに.. .。『スコレット』工法
の可能性は無限です。



スコレット9

スコレット　SAMPLES

作品ひとつひとつがオンリーワン。
プロの手でひとつひとつ作り上げるスコレットの作品は、それぞれが豊かな表情を持つ世界に一つだけ
のオリジナルなのです。

造形の圧倒的な質感を住まいや店舗に表現。
スコレット工法は、住宅エクステリアや店舗等の内装に石積みの塀やトラバーチンの壁を作り上げる
画期的なモルタル造形工法です。

本物の煉瓦等ではきれいに仕上げるのが難しいアール（円形）の部分もスムーズな施工で美しく仕上がります。

一般住宅・門塀集合住宅・名称看板集合住宅・名称看板

企業ロゴ 集合住宅塀 集合住宅名称看板

◆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。

■マンション敷地内壁面・オブジェ各種

■マンション敷地内壁面・オブジェ各種

10スコレット

SCOLETTE

集合住宅・名称看板店舗
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