
MAGNET ベースは、商品の特性上、鉄分が沈殿しています。十分攪拌してください。塗装中も時々攪拌してください。

必ず下塗り（シーラーなど）をして吸い込みを止めてください。（下塗りをしないと下地に水分を吸われ平滑に仕上がりません）

ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの

内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。

マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がして

ください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

MAGNET ベースは希釈せずよく攪拌して塗装してください。

塗装する際はローラーをよくしごき、脱泡してからご使用ください。一度に塗料を厚塗りしても問題ありませんが、ローラー模様が均一

になるよう塗装してください。塗装中にピンホールが現れたら塗料が乾燥する前に必ずローラーでしごきつぶしてください。入り隅は塗

料がたまりやすいので控えめに塗装してください。塗装直後は艶のある黒色です。艶が消えて色が薄くなれば塗り重ね可能です。

MAGNET ベースの 2回目の塗装以降マグネットで各部位の付着性を確認しながら塗装してください。均一な付着性の塗装面を作りやすく

なります。また、塗装後（塗膜が乾燥する前）に短毛ローラーまたはスポンジローラーで塗料を付けずに塗装面を転がすことにより凹凸

模様が細かくなり、より平滑な塗装面が得られます。（この作業によりマグネットとの接地面積が大きくなり吸着力が増します）

MAGNET ベースの上に MAGNET カラーを塗装する前に、＃240のサンドペーパーで研磨してください。マグネットが目的の付着性を発揮

できていることを確認後、上塗り塗装の準備に入ります。

※MAGNETベースは塗り重ねた分だけ付着性が強まります。

MAGNET カラーを塗装します。MAGNETベース塗装後、必ず24時間あけてから塗装を行います。上塗りは必ず2回塗りします。（色により

それ以上塗り重ねる場合もあります）

【塗装上の注意】

1. 素地の乾燥を十分行ってください。（含水率10％以下、pH値9以下）　2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保

護メガネなどを着用してください。3. 気温、被塗物の温度が1０℃以下・32℃以上・湿度 85% 以上または換気が十分でなく結露が考えられる場

合は塗装を避けてください。　4. 濃色の場合は必ず白または同色のプライマーを下塗りでご使用ください。　5.ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってくだ

さい。ダメ込面はできるだけ少なくしてください。　6. 高温（35℃以上）および低温（5℃以下）での塗料の保管は避けてください。7. 塗装後24時間以内に、

結露や塗装場所の急激な湿度変化がありますと、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。　8. 絶えず結露が発生するような用途、

場所での使用は避けてください。　9.塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。　10.塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。

11.汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。
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Paint+  MAGNET PAINT  塗装説明書
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（注）被塗膜の形状・素地の状態・施工方法・施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

被塗面に付着している汚れ・油成分・ゴミ・粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。

MAGNET PAINT 
（ベース）

（カラー）
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2 0％（水道水）

0％（水道水）4 時間以上
（3 度塗り後は 24時間以上）

約 1.6 ㎡ / 1L 当り
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約 5 ㎡ / 1L 当り
（0.24 ～ 0.26）2時間以上
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【塗装要領】

Paint+  MAGNET PAINT（マグネットペイント）　
水性アクリルエマルションペイント

プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード など

エッグシェル（2分艶） ※MAGNET カラーのみ

MAGNETベース（グレー色）：0.5L、2.5L ／ MAGNETカラー（全7色）：200ml

素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。

刷毛塗り・ローラー塗り

刷毛塗り・ローラー塗り・
コテ塗り

室内用

素地調整

下塗り

中塗り

上塗り

希釈率
（％）

塗面積と塗付量
（kg /㎡）

塗装方法
塗装間隔
（時間以上）

塗り
回数

塗料名工程

色＋機能でアイデアが膨らむ「Paint＋」シリーズの

塗装面にマグネットがくっつくペイント「MAGNET PAINT（マグネットペイント）」。

MAGNETベースを塗装し、その上からカラーペイントを塗ればマグネットがくっつく壁が完成！

お店の看板や子供部屋の壁、家族の連絡ボード、ワークフロアなどにも。

全   色7

www.colorworks.co.jp

paint-shop.colorworks.co.jp

オフィシャルウェブサイト

販売元  株式会社カラーワークス

オンラインショップ

0619.3,0.gr

〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 パレットビル　

Tel：03-3864-0810

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 1-1-40 　Tel：046-278-3029   

■ カラーワークスパレットショールーム

■ 本社 / ファクトリー＆ショールーム

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1- 4 -1-102　Tel：078-862-8802 

■ 神戸ショールーム



● 塗装面にマグネットがくっつく
マグネットがくっつく素材が含まれたMAGNETベースを塗装したあと、カラーペイントを塗装して完成！

ボードや木部だけではなく、ビニールクロスの上にも塗ることができます。

● 場所を選ばない
住まいに家族用として、また職場の掲示板としても、塗る空間

の環境にあわせて幅広く使うことができます。

遊び心のある壁

● 環境に優しい F☆☆☆☆
一般の方でも施工しやすく、お子様でも安心して使える安全性の高い水性ペイントです。

● KAKERUと併用すれば、黒板としても使える
MAGNET ベースを塗装した後にKAKERU PAINTを塗ると、マグネットがくっつく＆チョークで書ける

壁が仕上がります！

キッチンの一部にお気に入りのコーナーを作って、レシピやお気に入りの写真を。また、子供部屋なら

学校で配布された用紙を貼るスペースに。  MAGNETベース（0.5L）は1缶で約 0.8㎡（新聞紙約 2 枚分）

塗装が可能。また、気分を変えたい場合は別の色を上から塗ることも可能です。 

安全で臭いもほとんど無い、F☆☆☆☆、低 VOC、無鉛の塗料です。誰でも簡単にペイントすることができるので、お子様

や初心者の方でも安心して塗っていただくことができます。

プラスターボード｜ビニールクロス｜木部｜壁紙｜コンクリート｜モルタル｜石綿スレート｜各種ボード など

MAGNET PAINT の特徴

施工例

おすすめの使用場所

ご家族とのメッセージボードに、そして職場や店舗の掲示板としても幅広くお使いいただけるMAGNET PAINTは、

暮らしの幅を広げ、家族や友人とのコミュニケーションツールとして大活躍するでしょう。

特徴　7色｜水性塗料｜低臭｜低VOC｜F☆☆☆☆｜不燃認定 ｜スパッタフリー（カラー）｜耐久性（カラー）｜抗菌作用（カラー）

用途　室内壁｜家具｜インテリア雑貨類

MAGNET PAINT マグネットペイント

マグネットがくっつくペイント

● 選べる7色のカラーバリエーション
好きな色をMAGNETベースの上から塗れば、インテリアに

あわせて自由自在にイメージを作ることができます。空間の

アクセントになる色から穏やかなニュートラルカラーまで、

全7色が揃います。

マーシー サイレントエミリーポピンズ ヨーコ―イエロー ココアーリーピンク

左：オフィスの壁一面に塗ればスケジュールや書類、メモなどが貼れて便利。／右：カラフルな色で塗れば素敵なインテリアコーナーに。

● 子供部屋  ● 幼稚園  ● 学校  ● オフィス  ● 病院  ●カフェ  ●レストラン など

仕上げのポイントは、MAGNETベース

MAGNET PAINT（ベース）

MAGNET PAINTが他のペイントの施工と少し違うところは、磁石

がくっつく【ベース】とその上に塗る【カラー】の 2つを使って

仕上げることです。ポイントはこの【ベース】。3回重ね塗りし、よ

く乾かし、丁寧にサンディングをするひと手間をかけるだけで、ど

なたでも簡単に綺麗に仕上げることができます。

特殊加工された錆びない鉄の微粒子を含んだ無鉛の水性塗料です。3度塗りをすると、
壁にマグネットがくっつくようになります。MAGNETベースを塗装した後、MAGNETカ
ラーもしくは、水性塗料を塗ってください。 A4サイズのコピー用紙を3～4 枚程度貼る
ことができます。  ※マグネットの磁力によって変わることがあります。

MAGNET PAINT（カラー）エッグシェル（2分艶）
汚れが付きにくく、薄めた中性洗剤で水拭きメンテナンスが可能で、タッチアップ性にも
優れています。MAGNET ベース の上から塗って使いますが、そのまま通常のペイント
として単独で使うこともできます。
※MAGNET カラーには、マグネットの効果はありません。
 

　　　MAGNET PAINT（ベース）の上塗り用・プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙 など

＜ベース＞

＜カラー＞

POINT

動画でHOW TOをチェック！

商品概要

素材

素材

室内用

○ 200ml（約 1 ㎡ / 2回塗り）　○ 大きいサイズもございます。
※下地やカラーによっては2回塗りで仕上がらない場合もございます。

※下地によってはプライマーが必要となります。  ※撥水加工・フッ素樹脂ラミネート・汚れ防止用・
ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。

プラスターボード・ビニールクロス・木部・壁紙 など

※下地によってはプライマーが必要となります。  ※撥水加工・フッ素樹脂ラミネート・汚れ防止用・
ペット用等の特殊加工クロスなどは、水性塗料を弾くためペイントできないものもあります。

提供：山川出版社

○ 0.5L（約 0.8 ㎡ / 3回塗り）   ○ 2.5L（約 4 ㎡ /3 回塗り）
※下地によって異なります。

サイズ｜塗装面積｜塗装回数

サイズ｜塗装面積｜塗装回数

※ 商品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する
場合がありますのでご了承ください。


