
soluzioni
microverlay ®
microverlay® solutions
マイクロオーバーレイ®



2

Il sistema innovativo
per superfici continue
a basso spessore proposto 
da chi il cemento
lo conosce davvero
The innovative system for continues low thickness surfaces 
proposed by who really knows concrete
コンクリートの持つ風合いをシームレスに薄塗りで表現でき
る革新的な塗膜システム

La forza del cemento incontra la creatività nella gamma colori, per soluzioni estremamente 

in cemento e rivestimenti decorativi, con 2500 m² di impianti produttivi e oltre 6000 m² tra 

JP

コンクリートの強さを持ちながら
も非常に柔軟性がありひび割れ
ず、創造性豊かに多彩な色調にも
対応できます。 私たちは、1979
年以来、コンクリート床および装
飾用塗料の生産のリーダーとし
て、2500㎡の工場と3000㎡の
社内研究室、オフィス、ショールー
ム、倉庫を備えています。マイクロ
オーバーレイ®は、当社の技術の
結晶から生まれたものでイタリア
で製造されています。

EN
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JP

わずか3㎜で美しく耐久性のある仕上がり
のマイクロオーバーレイ®は床、コー

ティング、家具、インテリア用のセメントベー
スのコーティング剤です。革新的な表面を
求める人々のために作られたもので、厚さは
わずか3mmです。 屋内と屋外共に使用でき、
非常に延性があり、塗膜に水は浸透せず、
短期間の施工であらゆる空間をユニークな
ものにすることができ、時間とコストを節約
します。

EN

3 mm of pure aesthetic impact. 

innovative surface, materic and continues, 

Resistenza, praticità
ed eleganza?
Semplicemente, microverlay ®

3 mm di puro impatto estetico

Strength, practicality and elegance? Simply, microverlay®

強さと実用性と優雅さを兼ね備えたもの？それがマイクロオーバーレイ®です
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抵抗力. CE保証、低VOC排出（揮発性有機化合物）であり、汚れにくく、衝撃に
強く、擦り減りにくく、耐候性が高く、不燃です（ fl ）。

柔軟性がある. のマイクロセメントは、住居または商業施設、屋外また
は屋内、床暖房システムのモルタル床であっても、あらゆる種類の環境に適用す
ることができます。

美しい. 標準で幅広い色調がありますが、特注配合も含めると無限のカラーリン
グでオリジナリティーの高い仕上がりが可能です。



6

JP

マイクロオーバーレイ®は柔軟性があり、
硬くなく、割れません。 中規模のトラフィ
ックに適しています。
水や紫外線に強く快適に使用でき、低音
透過性に優れています。

のマイクロセメントの品質は、
使用される優れた材料と、絶え間ない
技術的研究によりもたらされていま
す。Isoplam®の製品の基本的な成分は、
信頼性、経験、情熱、献身、そして真摯さと
環境を重視して作られています。私たちの
経験は、材料の使用と新技術の知識につ
いての絶えざるトレーニングプロセスと専
門的な復習コースを通じ、アメリカのパー
トナーとの協力も得ながら、施工店に転
送されます。 このため、 の製品が
使われた現場は、高い基準を持ち合わせ
ており、マイクロオーバーレイ®は長期間
にわたり美しさを提供します。

EN

Quality standard. 

Lo standard della qualità

La garanzia della scelta
The guarantee of choice 
選択の保証
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JP

品質証明
は ： 認証を取

得しており、厳しい環境および信頼
性の安全基準への準拠を保証する

のパートナ
ーです。 すべての原材料と ®
製品はCEと表示されています。社内
実験室は 製品の最高品質を
保証し、密封されたペールでの専用
包装は製品を保証します。 最終的
な仕上げは、 製品が
の公式施工店により施工された場
合にのみ保証されます。

EN

You can trust Isoplam®
あなたはIsoplam®を信頼することができます
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Un prodotto unico,

Lasciati sorprendere dalla 
versatilità del microcemento

JP

床、プールサイド、階段、ドライウォールま
たは石造り、シャワーブース、キッチントッ
プまたは家具など... マイクロオーバレイ®
は壁面、床面あらゆる場所に施工可能で
す。様々な空間スタイルにマッチします。

のマイクロオーバレイ®は、目地や
継ぎ目を必要とせず、シームレスな面を作
ることができ、中性洗剤で簡単にメンテナ
ンスできる理想的な仕上げ材です。
 セラミック、大理石、木材、コンクリート、
タイル、ガラス、プラスチック...など様々な
素材に対しV または
特定のプライマーを使用することであら
ゆる下地に強力接着にできます。 既存の
表層を剥がす必要はありません。

EN

Allow yourself to be surprised by the versatility of the microcement
ユニークな製品で、様々な種類の下地に施工できます。
マイクロセメントの多用途性に驚かされることでしょう。
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Plam Color taupe
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di colore, variazioni di tonalità ed eventuali segni disomogenei sono da considerarsi parte della 

JP

マイクロオーバーレイ®の多様性は、
無限の色彩で表現されます。そこに
住まう人々の個性や生活スタイル、イ
ンスピレーションを反映させたり、他
にはない個性の表現ができます。
スクイージーやヘラを使用した手作
業による施工が、独特のテクスチャと
色合いとムラのある仕上がりとなり、
仕上げの魅力として醸し出されます。
 オフィス、ショップ、キッチン、バスル
ーム、ウェルネスエリア......あらゆる
場所には色があります。マイクロオー
バーレイ®はそれを表現します。

EN

L’unicità del colore
The uniqueness of the color
色のユニークさ
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 Plam Color turtledove
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Microverlay® Medium e Finish X
 Plam Color X

Plam Color turtledove
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Plam Color turtledove
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Microverlay® Medium e Finish X
 Plam Color X  Plam Color taupe Plam Color turtledove
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 Plam Color cotton Plam Color taupe
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 Plam Color turtledove
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Microverlay® Medium e Finish X
 Plam Color X

20

 Plam Color cotton  Plam Color turtledove
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 Plam Color turtledove
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Colori ottenibili

Plam Color seafoam green
シーフォームグリーン サハラ ブルーカリビアン ピンク

Plam Color tile red 
タイルレッド

 

Achievable colors
カラーバリエーション Plam Color taupe 

トープオールドホワイト

IT 
EN
JPカラーは指標です
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Plam Color nocciola
ノッチョーラオーシャンブルー スモーキーブルー

グレー
Plam Color mauve
モーブ

Plam Color marrone
マローネ

Plam Color cotton
コットン クレイダークグレー

Plam Color rosso
ロッソ

Plam Color avorio
アヴォーリオ イエローサン

Plam Color oliva
オリーブ

ライトブルー

ブルーウォーター

Plam Color tile red
タイルレッド

カラーと写真はあくまでも印刷物の為、実際とは多少異なる場合がございます。
実際の結果はコンクリートの色合い、吸い込み具合、質感、仕上げ方などに大きく依存します。
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カーボンブラック

オータムブラウン
Plam Color marrone
マローネ

クレイ

Plam Color cotton
コットン ダークグレー

Plam Color turtledove
チューレダブ

Plam Color nocciola
ノッチョーラ

ライトブルー

ダークグレー オータムブラウン カーボンブラック

Plam Color nocciola
ノッチョーラ ライトブルー グレー

Plam Color turtledove
チューレダブ
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Surfom

Glass 

Classic & iridescent

Vintage 

 

Network

taupe 

Vintage

 

Network

Ardesia

 

Abaco di effetti ottenibili
Achievable effects
表現可能な仕上げ方
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Iridescent Double

marrone

Rullo effectMarmorino

 

Silver

 

Marble

 

Fantasy

 

Gold

 

Brush

 

Brush

Plam Color avorio

Classic

Plam Color turtledove
 

Wood

 

Marble

Plam Color taupe
 

Stencil Rose

 

Classic 

 

Noir

 

Dalì Glass

 

Picasso

mauve

Plam Color avorio

Dalì

Plam Color avorio

Plam Color mauve 
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IT

1 Preventiva levigatura della 

2 

3 

con carteggiatura intermedia e 

4 

carteggiatura intermedia e 

5 
protettiva Plam Pol lucida/

EN

1 
.

2 

3 

4 

intermediate sanding and 
cleaning.

5 
sealer Plam Pol gloss/matt or 

JP

1 コンクリートまたはタイル下地を研
磨する.

2 グラスファイバーメッシュを挟み込む
ようにしながら を2層
塗りします.

3  または 
Mediumを2層塗します。1層塗るご
とにサンディングしてよく清掃しま
す。

4 を2回塗しま
す。1層塗るごとにサンディングしてよ
く清掃します。

5 Plam Pol 光沢/マット または Plam 
 光沢/マット または 
または 

などの保護シーラーを塗布して
完成です。

1

2

3

4

5

Il sistema
microverlay ®
The microverlay® system
microverlay®の施工方法
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check list
Prodotti per sistema Microverlay® Isoplam®

Products for the Microverlay® system Isoplam® 

Vapor Barrier

ベイパーバリア. 3成分のエポキシセメントのベースコート。下地調整材。

Microverlay® + Liquid polymer

マイクロオーバーレイとリキッドポリマー. 2液性、ベースコート用ポリマー
セメント。

Plam Color

プラムカラー. マイクロオーバーレイ用液体顔料 。

Metallic Wax

メタリックワックス. 汚れ防止用高品質メタリックワックス 。

Plam Pol A+B

プラムポル. 2液性クリアーポリウレタン保護剤。光沢タイプとマットタイプあり。

Plam Pol Water A+B

プラムポルウォーター. 2液性水性ポリウレタンシーラー　マットと光沢タイプがあります。

Adjustable squeegee

スクイージー. 大面積の施工に便利なゴムベラ 。

ガラス繊維ネット 。

Vapor Barrier

31



Isoplam srl
Via Enrico Mattei, 4  
31010 Maser (TV) Italy
Tel. +39 0423 925023 

info@isoplam.it
www.isoplam.it 

I_ Distribuito da:
E_ Delivered by:
J_ 日本国内総販売代理店 
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株式会社三豊工業   
  
/本社
〒 421-0121　静岡県静岡市駿河区広野 3-24-4

tel054-257-1377  fax054-257-2106

/岡山営業所
〒 700-0975岡山県岡山市北区今3-9-11　共同ビル2F

tel086-239-9037  fax086-239-903

ask@sanpou.biz

www.sanpou.biz


