
◆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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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。
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ペーパーテンプレート・バリエーション
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ロマンテック AC は既存のコンクリート床及び、アスコンへ吹き付ける薄層モルタル工法です。
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。

ロマンテック AC
型枠（型紙）を使用したカラー舗装です。
型枠は様々な種類を用意しており、全 13 色の着色も可能です。
特殊なポリマーセメントを使用しているので、耐久性も良好です。

ロマンテック ACとは

◆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。

優れた防滑性を発揮。
ロマンテックACは既存のコンクリート床及び、アスコン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。

◆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ハードナー全13色の一覧です。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。
ロマンテックAC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

下地とロマンテックAC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
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型枠工法 セメント系

標準色調 ※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、サンプルでご確認ください。

ハードナー 全13色

ペーパーテンプレート・バリエーション

施工プロセス

※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。

※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. 清掃

5. セカンドコート吹き付け

2. プライマーコート塗布

6. ペーパーテンプレート除去

3. ファーストコート塗り付け

7. 仕上げ（トップコート塗布）

4. ペーパーテンプレート配置

8. 完成


