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日本総代理店  株式会社カラーワークス

ペイントでつくる極上の壁

www.valpaint- japan. jp

施工認定店

※施工認定店は、施工認定者がいる施工店です。

1020.2,0.gr

METEORE 10
メテオレ10 マルモリザート Rif. 159

MARMORIZZATO

〒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   

■ 東京ショールーム

■ 神奈川ショールーム

〒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



ハンドメイド。

カスタマイズ。

テクスチャーを生かした

極上の壁。

KLONDIKE LIGHT
クロンダイクライト 469A+G100



VALSETIN
バルセティン VALSETIN Col.509+461A+V30

KLONDIKE
クロンダイク Col. 436A+G100

METEORE 8
メテオレ8 Rif.46

ROCOCO STUCCO 500
ロココスタッコ 500 Col.448C



METEORE 10
メテオレ10 セメント Rif.124

CEMENTO

METEORE 10 CEMENTO  series

METEORE 10
メテオレ10 セメント Rif.131

CEMENTO

METEORE 10
メテオレ10 セメント Rif.132

CEMENTO

塗膜が薄く

塗り方次第で

様々な表情を作ることができる

メテオレ10 セメント
シリーズ

人気のセメント風仕上げ

METEORE 10
メテオレ10 セメント Rif.121

CEMENTO



表面に繊細で上品な光沢があり、住宅やホテル、商業施設などあらゆる場所
で高級感を演出できます。

■高級感のある空間を演出

淡い色からダークな色まで様々な石風を表現で
きます。

■多彩な表情を生む豊富な色

■メンテナンス性

全28色

Rif.155

セメントのようなリアリティのある質感を再現。仕上げ方次第で様々
な表情を見せる。現代的なインテリアにも、シックでスマートなイン
テリアにもマッチ。

少しの汚れなら塗装面硬化後柔らかい布で優しく塗装面を拭くことがで
きます。

■メンテナンス性

モルタル打ちっぱなし風や石を積み重ねたような表情、木目等表現することが
できます。

■塗り方次第で様々な表情が可能

METEORE 10
メテオレ10 セメント

モルタル風を再現。
温かみをもち、様々なお部屋にマッチする水性塗料

Rif.121.

Levigato レビガート Compatto コンパット Large ラージ

Rigato リガート Slim スリム

CEMENTO

LINE UP 

全41色

大理石のような表情が表現できるテクスチャーペイント。繊細で上質な
雰囲気を作り出せるため、シーンを選ばず使うことができる。モダン
なインテリアが好きな方におすすめ。

METEORE 10
メテオレ10 マルモリザート

特別な空間を演出してくれる
大理石風の水性塗料

MARMORIZZATO

※強く擦ると色が落ちることがあります。※水周りの立面には専用クリアを上に塗装する
　事をおすすめします。 少しの汚れなら塗装面硬化後柔らかい布で優しく塗装面を拭くことがで

きます。
※強く擦ると色が落ちることがあります。※水周りの立面には専用クリアを上に塗装する
　事をおすすめします。

メテオレ10シリーズ

LINE UP 
メテオレ10シリーズ



F☆☆☆☆ 不燃認定 水性塗料 11種類 パターン1200 種類以上

KLONDIKE
クロンダイク  コルテン

塗料に含まれる細かい金属片の独特な色合いと
質感でサビの風合いを忠実に再現。モダンにも
エレガントにも空間にあわせて表情を変え、
トレンド感のある空間を演出。屋外使用可。

SABULADOR 
サブラドールソフト

光沢のあるきらびやかな仕上がりで魅惑的な
美しさを持ち、砂の反射で光の移ろいを作り出す。 
彩る空間のスタイルを選ばず、趣向に沿って
唯一の洗練された環境を生み出す。

全 9色全152色

SOFT CORTEN

ARG.100+478C Rif.103

全て配合した状態で出荷しているので、現場
で練ることなくすぐに塗れて施工性が良い
塗料です。

■すぐに使える

コテ仕上げ、刷毛仕上げなど仕上げ方により様々な表情を生み出し、多彩
な質感を再現することができます

■様々な表情

豊富な色数で空間を華やかにもシックにも演出することができ、スタンダード
な塗料として使用できます。

■豊富な色

Col.472C

METEORE 8
メテオレ 8

まるで鉄材のような表面が特徴のメテオレ８。
メタリックやパールが作りだす複雑なテクス
チャーの濃淡が、モダンかつコンテンポラリー
な空間を作り出す。
全 72 色

Rif.27

全75色

仕上げ方次第で漆喰風からモルタルのニュアンスを表現でき、モダ
ンながらも優雅な空間を演出できます。

METEORE 10
メテオレ10 イントナコ

しっとりしたモルタル風を演出できる
新たな水性塗料

INTONACO

LINE UP 
メテオレ10シリーズ

LINE UP 
その他

※商品の数や色数は、2020 年 10 月現在のものです。 ※QRコードをかざすと、カタログをご覧いただけます。



※商品の数や色数は、2020 年 10 月現在のものです。 ※QRコードをかざすと、カタログをご覧いただけます。※印刷のため実際の色とは異なります。 ※拭き取りの際は小さな面で試してから行ってください。 ※拭き取りはマイクロファイバーの布を使用しないでください。塗面を　　　　　　 傷つけてしまいます。

ROCOCO 
ロココ スタッコ 500

卓越した強度、優れた色の安定性、高い通気性
が特徴。アーティスティックな空間の装飾や歴史
的な品格のある塗装面の強化、デコレーションに
特に適している。

KLONDIKE LIGHT
クロンダイク ライト

各66色

STUCCO 500

Rif.470 B 448A+G100 +G300

VALSETIN
バルセティン

高級シルクのような効果と味わい深い色が調和
し、部屋に特有の印象を与える。スタイルによって
表情を変えると共に、どの空間でもスマートで
上質な印象をもたらす。
全280色

500+450A+ V30

MAVERICKS
マヴェリックス

広い海でうねる波をイメージさせるペイント。
光りが輝き、乱反射しているかのような効果を
もつ。その魅力的な煌めきは多彩な色彩で表現
され、心地よく洗練された空間を作り出す。

全176色全 25 色

Rif.20

KLONDIKE
クロンダイク

鈍い金や銀、酸化した鉄材のような屋内塗料。
鍛造された貴重な金属チップが含まれている塗膜
の表面は、ゴールドやシルバーの輝きでサビの
風合いを表現し、コンテンポラリーな空間へと彩る。
全66色

塗膜にはキラキラと輝くゴールドやシルバーの
鍛造された金属チップが含まれており、まるでベル
ベットのような質感を表現。独特のカラーとトーン
でトレンド感のあるインテリアを作り出す。

461A+G100

F☆☆☆☆ 不燃認定 水性塗料 11種類 パターン1200 種類以上LINE UP 
その他



F☆☆☆☆ 不燃認定 水性塗料 11種類 パターン1200 種類以上

S.
p.

A
.

空間に格別な彩りをもたらす水性塗料

全国で施工するプロを育成
VALPAINTの施工は、イタリアから輸入したオリジナルの
ツールを巧みに使い、パターン（模様）を施していきます。
意匠性が高く、まるで本物の石材や鉄材のような質感を
作り出すことができますが、塗料ごとに独自の技法があり
非常に高い技術が必要となります。

カラーワークスでは、プロの皆さま向けのVALPAINT施工
認定者の育成（テクニカル講習）にも力を入れております。
新たな技術を習得したい方、社員の技術力UPを考えている
方、下請けだけではなく提案をしていきたい方、仕事の幅
を広げたい方など、受講者の皆様の思いは様々です。テク
ニカル講習受講後は施工認定者としてご活躍いただくこと
ができ、施工のフォローアップも充実。卒業生間の情報
交換も活発に行っており、全国各地に卒業生がいるため、
職人同士のネットワークを作ることが可能です。

“壁をデザインする” ワンランク上の新しい技術と知識を
身に付け、目的に合わせて幅広く提案できる職人を目指
しませんか。
皆様のご参加をお待ちしております。

錆び、モルタル、石材に鉄材、そして泡立つ海面のようなリアリティのあるテクスチャー
まで、塗装とは思えないほどの完成度で壁に多彩な表情を生み出すイタリアの最高品質
の水性塗料ブランドVALPAINT。まるで本物のような意匠性の高い質感にも関わらず
手軽に手に入れることができるので、住宅、店舗、オフィス、病院、ホテルなど、目的に
合わせた塗料選びが可能になりました。優れたイタリアの職人が作り出した世界最高峰の
VALPAINT は、11種類の特殊なテクスチャーと 1,200 種類以上ものパターンを作り
出すことができます。
水性塗料で環境に優しく安全性も高い VALPAINT は、単なる仕切りとしての壁では
なく、空間のイメージを決定付ける要として格別な彩りをもたらしてくれるでしょう。
特別な技術を要する施工も、施工認定者が全国におりますのでお気軽にご相談ください。

イタリアで生まれた世界最高の技術と品質のバルペイント

1988年にフェルディナンド・サルティ氏が設立したVALPAINT は、装飾用塗料とコー
ティング市場を牽引するイタリアのリーディングカンパニーです。最先端の研究機関を
備えイタリアで最も進んだ技術を誇る VALPAINT は、最高品質の塗料を提供すると共
に環境への配慮も常に怠りません。国内では全土を巡る販売網を築き、国外では販売
代理店や専門スタッフが管理する支社をもつ企業です。
VALPAINTに関するお問い合わせは、日本総代理店 株式会社カラーワークスまで
ご連絡ください。

www.valpaint- japan. jp




