
遮熱グラッサ・リフレッシュコート／グラッサ・リフレッシュコート

●カラーベスト専用塗料のため既存の屋根材によくマッチし、美しさを長持ちさせます。
●ケイミュー屋根材の表面の色が薄くなった場合でも基材に損傷等なければ防水性などの屋根材基本性能に問題はありません。
リフレッシュコートは美観の回復・向上を図るための塗料です。
●市販の塗料の場合、種類によっては再塗装後、数年で剥離することがあります。
再塗装には専用塗料であるリフレッシュコートをご使用ください。

リフレッシュコート（遮熱グラッサ・リフレッシュコート／グラッサ・リフレッシュコート／リフレッシュコートPS）

●リフレッシュコートPSはグラッサコート品にはご使用いただけません。遮熱グラッサ・リフレッシュコートもしくはグラッサ・リフレッシュ
コートをご使用ください。
●窯変調の色合いは再塗装によって再現することはできません。
●遮熱グラッサ・シリーズの遮熱機能を維持するために、再塗装は遮熱グラッサ・リフレッシュコートをお使いください。
●水切り部に塗料がたまると雨漏れにつながりますので、必ず「縁切り」をしてください。
　ただし、差し込み型の縁切り補助部材は割れの原因になるため使用しないでください。
●ROOGAにはROOGA専用リフレッシュコートがございますのでそちらをご使用ください（屋根材総合カタログP86、P98）。
●遮熱グラッサリフレッシュコートおよびグラッサ・リフレッシュコートは、再塗装された屋根材には適用外となります。

ご注意

■リフレッシュコートの種類と対応屋根材

リフレッシュコートPS

グラッサ・リフレッシュコート

遮熱グラッサ・リフレッシュコート

種　類 耐候性

×
○ ○
○ ○

○

対応屋根材
グラッサコート品

クァッド同等

グラッサ同等

グラッサコート品以外

グラッサ・リフレッシュコート  KEシーラーUV

14kg／セット

主剤7.0kg、硬化剤7.0kg

KLGRCKES

51,810円／セット（税抜47,100円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・塗装仕様1：93～117㎡／14kgセット

※
  ・塗装仕様2：78～93㎡／14kgセット
［材質］
  ・変成エポキシ系（2液溶剤タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤=1:1

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名

遮熱グラッサ・リフレッシュコート  KEシーラーUVホワイト

14kg／セット

主剤8.4kg、硬化剤5.6kg

KLGRCKEW

51,810円／セット（税抜47,100円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・塗装仕様1：87～100㎡／14kgセット

※
  ・塗装仕様2：70～87㎡／14kgセット
［材質］
  ・変成エポキシ系（2液溶剤タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤=3:2

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名

グラッサ・リフレッシュコート

15.6kg／セット

主剤15kg、硬化剤A 0.3kg、硬化剤B 0.3kg

KLGRC5＊＊（次ページの表をご参照ください）

119,460円／セット（税抜108,600円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・（下塗）93～117㎡／15.6kgセット
  ・（上塗）117～140㎡／15.6kgセット
［材質］
  ・無機系（3液水性タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤A：硬化剤B=100：2：2

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名

遮熱グラッサ・リフレッシュコート

15.6kg／セット

主剤15kg、硬化剤A 0.3kg、硬化剤B 0.3kg

KLGRC8＊＊（次ページの表をご参照ください）

155,210円／セット（税抜141,100円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・（下塗）93～117㎡／15.6kgセット
  ・（上塗）117～140㎡／15.6kgセット
［材質］
  ・無機系（3液水性タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤A：硬化剤B=100：2：2

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名

グラッサ・リフレッシュコート  金属用シーラー

2kg／セット

主剤1.6kg、硬化剤0.4kg

KLGRCMS

11,990円／セット（税抜10,900円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・12～13㎡／2kgセット
［材質］
  ・変成エポキシ系（2液溶剤タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤=4:1

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名 受注生産品3

※

※塗装仕様1：グラッサコート品又はグラッサコート品以外で施工後経過10年未満の場合。 塗装仕様2：グラッサコート品以外で施工後経過10年以上の場合。

受注生産品3

受注生産品3

受注生産品3

受注生産品3

※トップコートの耐候性で表現しています。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。 また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

グランネクスト／カラーベスト
周辺部材 リペイント塗料



リフレッシュコートPS

15kg／セット

主剤13.12kg、硬化剤1.88kg

KLPDP＊＊＊
（屋根材総合カタログP148の表をご参照ください）

71,610円／セット（税抜65,100円／セット）

4kg／セット

主剤3.5kg、硬化剤0.5kg

KLPDPM＊＊＊
（屋根材総合カタログP148の表をご参照ください）

26,400円／セット（税抜24,000円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・（下塗）100～125㎡／15kgセット
  ・（上塗）125～150㎡／15kgセット
  ・（下塗）26～33㎡／4kgセット
  ・（上塗）33～40㎡／4kgセット
［材質］
  ・アクリルシリコン系（2液弱溶剤タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤=7：1

品　番

容　量

品　名

リフレッシュコートPS

リフレッシュコートPS  シーラー

14kg／セット

主剤13.07kg、硬化剤0.93kg

KLPDCP14

47,080円／セット（税抜42,800円／セット）

4kg／セット

主剤3.73kg、硬化剤0.27kg

KLPDCP4

18,810円／セット（税抜17,100円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・93～107㎡／14kgセット
  ・26～30㎡／4kgセット
［材質］
  ・アクリルウレタン系（2液弱溶剤タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤=14:1

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名

リフレッシュコートPS  シンナー

16ℓ/缶（約14kg）

KLPDDP

7,370円／セット（税抜6,700円／セット）

［配合条件（目安）］
  ・塗料に対して、10～20%

容　量

品　番

価　格

品　名

リフレッシュコートPS  金属用プライマー

1.8kg／セット

主剤1.5kg、硬化剤0.3kg

KLPDEP

8,470円／セット（税抜7,700円／セット）

［塗装可能面積（目安）］
  ・16～20㎡／1.8kgセット
［材質］
  ・アクリルウレタン系（2液弱溶剤タイプ）
［配合条件（目安）］
  ・主剤：硬化剤=5:1

容　量

品　番

価　格

内　容

品　名

価　格

内　容

■グラッサ・リフレッシュコートのカラーバリエーション
色　名 品　番 色　名

グラッサ・ブラック

グラッサ・ココナッツブラウン

グラッサ・ミッドナイトブルー

グラッサ・アイスシルバー

グラッサ・ピュアブラック

グラッサ・ボルドーレッド

グラッサ・グラスブラウン

グラッサ・メロウオレンジ

グラッサ・パールグレイ

グラッサ・アイリッシュグリーン

グラッサ・アッシュグレイ

グラッサ・ラスティグリーン

グラッサ・ウォルナットブラウン

グラッサ・ウェザードグリーン

グラッサ・プロヴァンスベージュ

グラッサ・ユーロレッド

品　番

KLGRC562
KLGRC521
KLGRC526
KLGRC535
KLGRC552
KLGRC593
KLGRC591
KLGRC523

KLGRC575
KLGRC547
KLGRC545
KLGRC527
KLGRC541
KLGRC577
KLGRC533
KLGRC543

■遮熱グラッサ・リフレッシュコートのカラーバリエーション
色　名 品　番 色　名

グラッサ・クールホワイト

グラッサ・クールベージュ

グラッサ・クールブラック

グラッサ・クールグリーン

グラッサ・クールレッド

グラッサ・クールシルバー

グラッサ・クールオレンジ

グラッサ・クールブラウン

グラッサ・クールブルー

品　番

KLGRC825
KLGRC833
KLGRC862
KLGRC877
KLGRC893

KLGRC835
KLGRC823
KLGRC821
KLGRC826

●グラッサ・リフレッシュコートの取り扱いについては別冊「遮熱グラッサ／グラッサ・リフレッシュコート取扱説明書」をご参照ください。

受注生産品3 受注生産品3

受注生産品3 受注生産品3

受注生産品3、一部標準在庫品あり 詳しくはP148

■遮熱効果性能試験（最大温度差）

2016年8月測定データ
場所：滋賀県湖南市
屋根勾配：4寸  屋根面積：3.3m2
断熱材なし  換気棟なし

表面温度 試験基準温度

試験基準温度屋根裏温度 -2℃ -9℃ -13℃
-5℃ -11℃ -16℃

グラッサ・ブラック

グラッサ・クールブラック グラッサ・クールシルバ－ グラッサ・クールホワイト

グラッサ・リフレッシュコート 遮熱グラッサ・リフレッシュコート

ライト系 ホワイト系ダーク系

遮熱レベル1 遮熱レベル2 遮熱レベル3

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

受注生産品3 商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。


