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１．製品概要                              

カイム・グラニタル（外装用塗料）はそのまま使用可能で、

はっ水性があり、完全耐光性の顔料と鉱物フィラーででき

ているシリケートベース塗料です。（シリケート・エマルジ

ョン塗料 VOB/C DIN １８ ３６３ ２.4.1準拠） 

 

２．適用下地                         

カイム・グラニタルは全ての鉱物系下地にご使用できます。 

素晴らしい特長により、特に古い建築物の修復時と新築の

建物に適しています。この製品は他のカイム・グラニタル

システム塗料との組み合わせにより色々なご要望にお応

えできます。 

 

３．製品性能                               

カイム・グラニタルは改良したケイ酸カリウム接合剤によ

り、超長寿命が証明された外壁用シリケート塗料です。 

カイム・グラニタルには強力な遮蔽力があり、無黄変で、

完全に耐光性無機顔料だけで製造されています。カイム・

グラニタルは厳しい風化（特に酸性環境）から鉱質系下地

を保護します。 

 

 塗膜を形成しない 

 ミネラル系のマット（艶なし） 

 不燃性（EN13501₋1クラス、等級 A2-s、d0） 

 耐熱性・静電気防止 

 耐光性 

 紫外線への耐性が強い 

 強力な耐候性 

 工場排ガスと酸性雨に強い 

 強力なはっ水性 

 強力な透湿性 

 理想的な含水バランスでカビ類、菌類の成長阻害 

 環境に優しい（溶剤無添加、防腐剤無添加） 

 チクソ性の形成により刷毛塗装が容易 

 使用量に関しては特に経済的 

 

材料特性 

 比重：   約 1.45g/㎤ 

 色耐光性： A1（BFS指令シート番号 26、Fb 番号

による） 

 

DIN EN 1062-1 分類 

詳細は認証 FPLを参照下さい。 

 水蒸気拡散濃度： V ≧ 2000g/㎡ d 

 

 透湿抵抗値：   sd ≦ 0.01m 

（乾燥膜厚は約１９０μm） 

１等級 DIN EN ISO 7783-2 

 

 水透過率（24時間）： w ＜ 0.1kg/㎡・ｈ0.5 

（乾燥膜厚は約 252μm） 

３等級 (< 0.1) DIN EN 1062-3 

 

 光沢： 85°： 1.5  

（乾燥膜厚は約 100μm）マット/matt 
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色合い 

白色、その他の色はカイム・パレットエクスクルーシブ

（Keim Palette Exclusiv）に表記した色のみです。 

作業現場の色付けにはロイヤラン着色用濃縮液だけをご

使用下さい。 

 

４．塗装方法                          

下地準備 

下地は良好で、乾燥し、吸収性があり、きれいで、ほこ

りや油分が無いようにして下さい。脆く、グラグラして

不安定な箇所、汚れ、泥、油そのものや油が付着し物、

コケ、カビは全て取り除いて下さい。古い塗膜は水蒸気

の拡散の妨げになるのでエマルジョン塗料剥離剤カイ

ム・ディスパーションセントファー（Keim 

Dispersionsentferner）や機械的な方法で取り除いて下

さい。古い有機塗料が下地にしっかり粘着している場

合、中間塗りとしてカイム・コンタクト・プラス（Keim 

Contact-Plus）を塗装して下さい。エラストプラスチッ

ク製の古い塗装や塗膜と下地が鹸化をしてしまう事は好

ましくありません。吸水性の高い下地やサンディングを

した下地には下地処理としてカイム・フィクサティブ

（Keim Fixativ）で水との希釈率１：１又は１：２で下

地処理をして下さい。あるいは、カイム・スペシャル・

フィクサティブ（Keim Spezial-Fixativ）の原液で下地処

理をお勧めします。 

製造会社の説明によると、「新しい下塗りの際にできた焼

結はカイム・アトズフラシグケイト（Keim Atzflussigkeit）

で取り除いて下さい」との事です。テクニカル・データ・

シートの指示では、新たに下地修繕を行った箇所には、普

通はカイム・アトズフラシグケイトを使って処理する様に

なっています。強い風化作用やひどい湿気にさらされてい

た塗装面にはカイム・シラングルンド（Keim Silangrund）

で前処理をお勧めします。 

塗装 

カイム・グラニタルは刷毛、ローラー、又はエアレス・ス

プレー（ノズルサイズ：0.79ｍｍをお使い下さい。詳細は

エアレス・テクニックのテクニカル・データ・シートを参

照） 

 

下塗り （初回） 

希釈したカイム・グラニタルを塗ります。濃度については

下地の吸収率に寄りまので、カイム・フィクサティブ 

（Keim Fixativ）又はカイム・スペシャル・フィクサティ

ブ（Keim Spezial-Fixativ）を最大２０％迄で希釈して下

さい。（グラニタル２５ｋｇに対して希釈剤は最大５㍑） 

 

仕上げ塗り （2回目） 

異なる風合いを平滑化したり、微小なヘアライン・クラッ

クを埋めるにはカイム・グラニタル・グロブ（Keim Granital-

Grob）を下地塗りとして使います。また風合い違いが更に

大きい場合や、ヘアライン・クラックが数多くある場合は、

カイム・コンタクト・プラス（Keim Contact-Plus）を下地

塗りとして刷毛で塗って下さい。 

下地が厳しいストレスにさらされる場合、３回塗りをお勧

めします。また、塗装が難しく、吸い込みが少ない、ある

いは、吸い込み率が塗装部位毎に異なるような下地に対し

てはカイム・スペシャル・フィクサティブ（Keim Spezial-

Fixativ）を希釈剤としてご使用する事をお勧めします。 

 

塗装条件 

周囲と下地の温度は+５℃以上で作業をして下さい。 

直射日光が下地に当たるような状況、あるいは、太陽熱に

さらされる状態の塗装作業はお控え下さい。また、塗装後

は塗装面が乾燥するまで直射日光、風、雨から保護して下

さい。 
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乾燥時間 

塗装と塗装の乾燥時間は最少１２時間が基本です。 

カイム・シラングルンド（Keim Silangrund）でプライマー

（下地調整）の場合は約４時間後に次の塗装をして下さい。 

 

消費量 （１㎡あたり） 

平滑な下地に２回塗りをした場合： 

カイム・グラニタル         約０．35kg/m2 

カイム・フィクサティブ又は 

スペシャル・フィクサティブ     約０．０3㍑/m2 

※消費量は標準的な数値ですが、塗装の仕方や下地の状態

に極めて影響されます。正確な消費量は塗装部分の試し塗

りを行った上で確定されます。 

 

用具の洗浄 

道具の使用後は水洗いですぐきれいにして下さい。 

作業休憩時間は道具（刷毛/ローラー等）を塗料や水に浸せ

きして下さい。 

 

他製品との混合 

カイム・グラニタル製品品質と特製を維持する為、他の物

質等を加えて使用しないで下さい。 

 

５．包装                                 

５kg/容器（スチール缶） 

２５kg/容器（スチール缶） 

 

６．保管（場所・期限）                                      

確実に密封し、冷所で霜が掛からない場所で約 12か月 

直射日光を避け、熱にもご注意願います。 

 

7．廃棄処分                                       

容器の破棄処分に際していかなる残滓物も無いようご注

意願います。 
 

８．安全上の注意                          

カイム・グラニタルを塗装しないガラス、自然石、セラミ

ック、木材等は表面を適切にマスキング・養生して下さい。

塗装現場周囲や道路へ飛沫があった場合は直ちに大量の

水で洗い流して下さい。 飛沫から目や肌を保護して下さ

い。 

塗装作業中の飲食および喫煙は控えて下さい。 

子供の手の届かないようにして下さい。 

 

EC Safety Data Sheetを参照願います。 

 

本製品は専門家による塗装と販売を目的としています。塗

装に関する数値あるいはラベルの指示には忠実に従って

下さい。本資料に記載されている推奨値と特性は膨大な開

発作業と実際の経験から得たものです。弊社から塗装に際

して口頭あるいは、書面による推奨は弊社製品選定の助け

となるよう意図されたもので、契約関係を成立させるもの

ではありません。特に、弊社の推奨により当社製品の購入

や適用の義務を負うものではありません。弊社製品は一般

的主流の建設技術に準じております。Keimfarben GmbH

社は常に製品開発を行う方針を堅持しております。弊社は

製品と塗装の改善を目的として製品変更を行う権利を保

有するものとします。 

 

※本版により従前の全ての版を置き換えるものとします。 


