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ロマンテック SC は、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。

ロマンテック SC セメントコンクリート打設時に表面を着色し、その上から特殊ゴム製の型押
しをすることで、表面に欧米の歴史的な石畳等の意匠を再現します。ロマンテック SCとは
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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
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スタンプコンクリート

施工プロセス ロマンテック SC ＆ レイヤード 兼用パターン

※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。※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。

※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。

※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

1. 下地処理

5.リリースオイル散布

5. スタンプリリース散布

2. スタンプハードナー散布

2. プライマー塗布

6. 養生

6. 型押し（スタンプ処理）

3. スタンプリリース散布

3. 材料混練り

7. 洗浄

7.リリースオイル散布

4. 型押し（スタンプ処理）

4. 材料塗り付け・均し

8. 仕上げ（仕上げ剤塗布）

8. 仕上げ（トップコート塗布）

ロマンテック SC　新設コンクリート用スタンプ工法

ロマンテック SC レイヤード工法　新設コンクリート用スタンプ工法

『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。

『ロマンテック SC』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。

2 3



◆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。

（ロマンテックSC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
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ロマンテックSC 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

ロマンテックSC

ロマンテックSC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

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。
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『ロマンテックSC』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。

ロマンテックSC

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。
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460

◆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。◆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。

ロマンテックPC ＆ 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。
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ウッド・プランク

イタリアン・アシュラー
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アドビバフ ブラウン・サンドバフ
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サバル ダークグレー
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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
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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

ユースト・ブリックヨーロピアン・ファン

アンデス

1273
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748

サバル ダークグレー

550
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ルイジアナ・ママ

550
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970

435

ステイン

スタンプジョイント

ツリー

※スタンプジョイント
　及びステインは
　オプション（別途）

1280

910

1280

910

ステイン
スタンプジョイント
（目地埋め材）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

1495

750

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

ロマンテック SC ＆ レイヤード 兼用パターン ロマンテック SC ＆ レイヤード 兼用パターン

※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。 ※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。

ロマンテックSC
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◆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。

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

ハーベスト・サンド / ブラウン・サンドバフ

サバル / ダークグレーアドビバフ / 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

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・サンドバフアドビバフ / 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

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

フィリーブルーアドビバフ サバルナイル テラコッタサンドバフ メープル

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。

ハードナーは、
コンクリート凸部に乗ります。

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

※下記サンプルのパターンは、ロマンテックSCのイタリアン・アシュラーを使用。

※右サンプルのパターンは、
　ロマンテックSCのイタリアン・
　アシュラーを使用しております。

※ロマンテックSCとペーパー
　コンクリートの着色材料は共通です。

ロマンテックSC、ペーパーコンクリート共通カラーチャート

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。

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

ハーベスト・サンド / ブラウン・サンドバフ

サバル / ダークグレーアドビバフ / 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

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・サンドバフアドビバフ / 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

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

フィリーブルーアドビバフ サバルナイル テラコッタサンドバフ メープル

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。

ハードナーは、
コンクリート凸部に乗ります。

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

※下記サンプルのパターンは、ロマンテックSCのイタリアン・アシュラーを使用。

※右サンプルのパターンは、
　ロマンテックSCのイタリアン・
　アシュラーを使用しております。

※ロマンテックSCとペーパー
　コンクリートの着色材料は共通です。

ロマンテックSC、ペーパーコンクリート共通カラーチャート

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。

ハードナーとリリースパウダーのお奨め配色一覧です。

ロマンテックSC カラーチャート

※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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