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約

1986年に設立したArtevivaブランドの創業者であるIngroservice Italia Srlは、テラコッタ、石材、大理石、木材
、炻器などのあらゆるタイプの床の処理およびメンテナンスのための製品の分野で事業を展開しています
。当社は常にグリーン哲学を目指しており、環境への配慮から、従来の石油・溶剤性の製品ではなく、水性
の製品を使用しています。天然物分野での経験と大面積に対する需要の高まりに応じて、 2000年初期から
装飾用樹脂分野での新たな課題が生まれ、人間の健康と環境に無害な完全に水性のシステムが開発され
ました。

こうして、溶剤、石灰、石膏、セメント、エポキシ物質を含まない非常に低いVOC含有量を持つ生体適合性
で無臭の製品一式である Artevivaシステムが生まれました。Artevivaは、水性の一成分ポリマーと、石英、
再生ガラス、テラコッタパウダー、大理石、真珠層などの天然の不活性物質で構成されています。Arteviva 
システムは、約2mmという限られた厚さのおかげで、あらゆるニーズ、環境、調度類に適応した多様性と適
応性を兼ね備え、芸術的で装飾的な創造の可能性を提供しています。プライベートスペースや公共スペー
ス、ショップ、オフィス、ビューティーセンター、ヨット、バスルーム、家具アクセサリー、キッチンカウンタート
ップをリニューアルし、オリジナリティとユニークさを与えるのに理想的です。Artevivaは、既存のフローリ
ングを取り壊さずに表面の外観を変える最適なソリューションであり、時間と廃棄コストを節約します。実
際、古い / 新しい、屋内 / 屋外、水平 / 垂直などのあらゆるタイプのサポートやテラコッタ、石材、大理石、木
材、コンクリート、セラミック、ガラス、金属、石膏ボード、プラスチックなどのあらゆるタイプの表面に適用
でき、放射床や曲面にも優れた結果が得られます。

当社はまた、建築物の設計、実現、使用方法を革新することで、建設市場を環境の持続可能性に導くイタリ
アの指導者協会であるグリーンビルディングカウンシルに所属しています。



特長

エコロジカル
環境の保護は、常に私達の目的の 一つであり、美的に優れてカスタマイズされた仕上がりをあきらめるこ
となく、お客様が要求する創造的表現に適したレベルを可能にします。環境保護を意識したコーティング
を選択するとは何を意味するか? 何よりもまず、人間にとって危険な溶剤や物質を避けることです。各種の
コーティングに対する当社の革新的な提案は、水性エマルション状の単成分のモルタルと、石英、大理石、
再生ガラス、コクシオペスト（水硬性石灰と砕いたレンガ）などの天然充填物で構成されています。これに
より、当社の樹脂は環境に優しく、とりわけ家庭や職場で使用する人にとっても安全であることを意味しま
す。実際、Artevivaシステムの全製品には石灰、石膏、セメント、エポキシ物質、溶剤、NMP（ n-メチルピロリ
ドン）が含まれておらず、指令2004/42/EC で規定されているVOC(揮発性有機化合物)に関する欧州法律で
定められた厳格な制限内に該当します。さらに、 Artevivaシステムのすべての製品は ISS （Istituto Superiore 

di Sanità国立衛生研究所）に登録されており、Artevivaのすべての製造施設はISO 9001の認証を受けていま
す。
 

生体適合性および環境や社会に優しい
このコンセプトは、樹脂コーティングが他の材料と比較して環境に完全に適合し、環境への影響が少ない
ため、より持続可能性が高いことを意味します。
そのため、当社が提供する製品は、1993年4月21日の大統領令 246 によってイタリアで転置された、1988年
12月21日の指令89/106EECに準拠しています。Artevivaシステムで当社が使用している（適切な機密性で明
確に保護されている）水性エマルション状の全ポリマーも、指令92/32EEC の第13.2項に従ってEINECSから
通知されます。
 

IAQ – 屋内空気質
私たちが生活するあらゆる環境の幸福な状態は、私たちが呼吸する健康な空気から始まります。室内空気
質を保証することは、当社の優先事項です。Arteviva システムは、汚染物質を吸収せず、塵埃の多い残留物
を放出せず、有害な微生物の増殖を促進しません。特に日常の掃除を容易にする利点、実際、このシステム
は、特定の洗剤を必要とせず、単純な天然物質で消毒することができます。常に高い環境影響物質を含む
放射能レベルや金属ワックスの欠如は、室内環境の健全性をさらに保証します。

CEマーク
Arteviva装飾用樹脂床のCEマーキングは、ラベル製品が（設計から製造、市場投入、製品の使用と廃棄まで
の）全期に渡って、安全性、公衆衛生、消費者保護に関する欧州指令の必要条件に準拠していることを示し
ています。
CEマーキングは高品質と同義であり、長期にわたる耐久性の保証と言えます。これは、製品が機械的強度、
寸法および色の安定性、耐火性、環境衛生と健康、適用安全性、省エネルギーの条件を満たすために恒久

コーヒー、ワイン、茶、酢、油、レモンなどのさまざまな物質で実施された耐汚染性テストは、接触時間が48

時間に及んでも、処置に何らかの損傷を与えませんでした。
 

すべり止め
当社が使用する製品は、認証機関BCRA Methodで実施された研究所での試験に基づき、平均計算値
0.53-0.70μの範囲内で優れた付着性を確約し、法的基準に準拠した動摩擦係数を保証します。示された値
は、フローリングの効果が滑らか/粗いおよびドライ/ウェット、靴底の種類がゴム/革によって異なります。
 

耐光性
脂肪族特性を備えた厳選された原料で構成されたArtevivaシステムは、「UVランプASTM G 154-16 による
加速老化」を実施した研究所での試験で明らかなように、 紫外線にさらされることにより、コーティングが
いかなる美的またはクロム的変化も受けないことを保証します。
 

メンテナンス
Artevivaの表面に特別なメンテナンス作業は必要ありません。 洗浄は、マイクロファイバークロスと当社の
中性洗剤または脱脂洗剤を使用して行うことができます。
 

 

的に組み込まれる作業を可能にする特性を備えているためです。
 

BPA フリー
Arteviva システムは、完全にビスフェノールAフリーです。この特性は、多くの研究の核となり、多数のエポ
キシ連鎖またはエポキシからなるこの物質が完全に存在しないことを保証するため、非常に重要です。長
年にわたって、ビスフェノールAを曝すと内分泌系の活性を変化させる可能性があり、したがって、調合が
多い場合には、健康に悪影響を及ぼす可能性があることが示されてきました。ビスフェノールAは心臓にも
有害な影響を与える可能性があり、他のいくつかの疾患と関連しています。

HACCPと食品接触
これら二つの特性は非常に重要です。なぜなら、樹脂コーティングされた表面は、家のどの部屋にも、特に
キッチンに適しているからです。
これは、（レストラン、キッチンなど）食品が存在する表面のコーティングに適しているためです。Artevivaシ
ステムが実現するコーティングは、細菌やカビの繁殖を防ぎ、一般的な洗浄製品に耐性があるため、特に
衛生的です。
 

抗菌
新世代の透明保護剤に銀粒子を加え、強力な衛生作用を実現。バクテリアの発生を防ぎ、表面の最大限の
衛生性と健全性が求められる場所に最適です。
SILVER PURは細菌の増殖を99.9％抑え、銀が保護膜に組み込まれているため経時的に変化しない除菌力
を持っています。
ISO 22196:2011に準拠したCATAS認証機関によって認証されています。
ポリッシュ、サテン、マットの3種類のがあります。

伝導性
床の熱伝導率は熱の通過を促進する能力であり、床放射の場合に非常に有利な品質です。多くの人々は、
例えば木製の床などのいわゆるホットフロアは 伝導性であると考えていますが、これは約0.30ラムダのか
なり低い熱伝導率値を持っています。一方、熱流量計法（ASTM E 1530準拠）を使用した実験室試験で測
定されたArtevivaシステムの熱伝導率の値ははるかに高い0.81ラムダです。
 

耐火性
Artevivaシステムは、耐火性に優れたUNI EN 13501-1：2009規格に準拠したクラスBfl-S1です。これは、当社
のシステムが火災の際の炎の燃え広がりを抑え、 煙の発生が非常に少ないことを意味します。
 

汚れ防止
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ТОВАРЫ

FONDO RETE

平坦な下地とメッシュ接着用の水性のモルタル用接着剤。
グラスファイバーメッシュ埋め込み用セメントまたはレンガに適しています。屋外でも優れた耐性があり、
表面が完璧に清潔である場合に限り、セラミック、砂岩、クリンカー、大理石、石材、木材、金属、ガラスなど
にも適用可能です。
水性エマルション状の合成ポリマーとミネラルフィラー の複雑な混合物は、グラスファイバーメッシュの迅
速かつ正確な据え付けに適しています。湿った場所（最大5％の湿度）で適用される場合でも、表面の任意
のタイプに優れた接着性を提供するので、セルフレベリング剤の代替として使用されます。
人間や環境にとって危険な物質は含まれていません。耐水性と通気性に優れています。セメン
ト、石灰、石膏は含まれていません。すぐに使用できる単成分の製品です。
荷姿　
ArteViva FONDO RETEの内容量：
ペール缶10kg

ペール缶20kg

 

PRIMER CEM
セメント質表面用の水性プライマー。
セメント質の表面、特に石英、工業用床、セルフレベリング床、石膏ボード、石膏、または石灰表面のプライ
マーとして適しています。セメント表面の粉砕を避けるために、セメント質の表面に塗るポリマーエマルシ
ョンの混合物です。
完全に水性で、通気性があり、シリコン樹脂は含まれていません。
荷姿
ArteViva PRIMER CEM の内容量：
瓶1L

ポリタンク5L

 

FLUID
Biomalta用の流動化剤。
FLUIDを最大4％までBIOMALTAに加え、クリーミーで均質な溶液になるまでドリルで混ぜ合わせます。使用
前により滑らかで機能性を得るために、ポリマーエマルションの混合物を BIOMALTA に加えます。BIOMAL-

TAのコーティング間のフィラーとしてそのまま適用できます。
荷姿
ArteViva Fluidの内容量：
瓶1L

ポリタンク5L

 

LUXOR (ЛЮКСОР)
コテで塗る Biomalta用の水性の装飾用製品。
Arteviva システムの構成要素として BIONMALTA に使われます。スタッコまたは石灰の上塗り面にも使用で
きます。本製品では、特殊のメタリックな色合いのある非常に強い効果を得ることができます。チクソトロ
ピー性の高い製品です。カラーバリエーション：ゴールド、カッパー、ブロンズ、シルバー、ホワイト、ニュート
ラル（Neutral LUXORに1％から5％のPCCAを加え、RALおよびNCSの全色調をArteVivaシステムの特定のカ
ラーペーストと色づけできます）。
荷姿
ArteViva LUXORの内容量：
瓶1L

AK

水性単成分の保護仕上げ用製品。
壁の最終保護、スタッコまたは石灰の上塗りの仕上げとしても適しています。
時間の経過とともに透明で黄変しない膜を形成する高抵抗ポリマーの特殊なエマルション。形成される薄
膜は、高い硬度レベルと同時に優れた弾性を発揮します。塗りやすく、重ね塗りもできます。すぐれた耐摩
損性を備えた、すぐに使用できる単成分製品です。艶ありと艶なしバージョンをご用意しています。
荷姿
ArteViva AKの内容量：
瓶1Kg

ポリタンク5Kg

 

AVF
屋内および屋外に適したArteVivaシステムの最終保護剤です。脂肪族イソシアネートと架橋結合した二成
分の濃縮複合共エマルションです。黄変力のない高抵抗分散タイプ。架橋後、優れた弾性と再塗装性を維
持しつつ、強力な防汚効果を備えた高硬度を持つ透明なフィルムの形成を可能にします。傷みと水、酸性
とアルカリ性物質、油脂と一般的な汚れ物質に対する優れた耐性があります。
艶あり仕上げ、サテン仕上げ、マット仕上げバージョンをご用意しています。
荷姿
ArteViva AVFの内容量：
瓶1Kg (part A 820 gr + part B 180 gr)

ポリタンク5Kg (part A 4100 gr + part B 900 gr)

ポリタンク5L

BIOMALTA (БИОМАЛЬТА)

床や壁用の水性単成分の厚付け用モルタル。表面が完璧に清潔である場合に限り、木材、圧延シート、工
業用セメント、ガラス、金属、タイルに適用できます。屋内および屋外環境、アパート、バスルーム、オフィス、
ショップ、および調度品、テーブル、シンク、キッチンなどの家具に適しています。水性エマルション状の合
成ポリマーと、「厚付け」用に使用できる様々な粒度のミネラルフィラーとの混合物は、ArteVivaシステムの
ベースに適しています。 石灰、石膏、セメントは含まれていません。通気性があり、RALとNCSカラーチャート
に従って、ニュートラル、ホワイト、またはカラーバージョンをご用意しております。
荷姿
ArteViva Biomaltaの内容量：
缶10L

缶20L

 

PCCA
ArteViva専用の濃縮水性着色ペースト。紫外線に強い高濃度着色ペーストです。本製品で使用される特殊
なポリマーバインダーは、ArteViva システムの全製品で特定の用途に使用できます。
カラーバリエーション：オレンジ、ホワイト、ブルー、F1レッド、ブリックレッド、サンドイエロー、ルクソールイ
エロー、メロンイエロー、レモンイエロー、マゼンタ、ブラック、グリーン、パープル、アルミニウム、ゴールド。
RALとNCSカラーチャートに応じた色を得るために使用します。
荷姿
ArteViva PCCA の内容量：
瓶1Kg

 

BIOCOLOR
ArteVivaシステム用の水性の装飾用製品。
BIOMALTAの色づけ用に適しています。スタッコまたは石灰上塗り面にも使用できます。この製品の使用に
より、独特の色合いと美的効果を特徴とする目覚ましい結果とオリジナルの色を得ることができます。
カラーバリエーション：ニュートラル、イエローオキサイド、アンティークレッド、アンティーカート、ライトグ
レー、ダークグレー、ダークグリーン、ロビンズエッグブルー、ムーングレー、ロンドングレー、ラベンダー。
BIOCOLORは、ゴールド、シルバー、イリス（虹色の紫）のグリッターもご用意しています。全ての色は混ぜる
ことができます。
荷姿
Biocolor ArteViva の内容量：
瓶1L



ТОВАРЫ

FONDO RETE

平坦な下地とメッシュ接着用の水性のモルタル用接着剤。
グラスファイバーメッシュ埋め込み用セメントまたはレンガに適しています。屋外でも優れた耐性があり、
表面が完璧に清潔である場合に限り、セラミック、砂岩、クリンカー、大理石、石材、木材、金属、ガラスなど
にも適用可能です。
水性エマルション状の合成ポリマーとミネラルフィラー の複雑な混合物は、グラスファイバーメッシュの迅
速かつ正確な据え付けに適しています。湿った場所（最大5％の湿度）で適用される場合でも、表面の任意
のタイプに優れた接着性を提供するので、セルフレベリング剤の代替として使用されます。
人間や環境にとって危険な物質は含まれていません。耐水性と通気性に優れています。セメン
ト、石灰、石膏は含まれていません。すぐに使用できる単成分の製品です。
荷姿　
ArteViva FONDO RETEの内容量：
ペール缶10kg

ペール缶20kg

 

PRIMER CEM
セメント質表面用の水性プライマー。
セメント質の表面、特に石英、工業用床、セルフレベリング床、石膏ボード、石膏、または石灰表面のプライ
マーとして適しています。セメント表面の粉砕を避けるために、セメント質の表面に塗るポリマーエマルシ
ョンの混合物です。
完全に水性で、通気性があり、シリコン樹脂は含まれていません。
荷姿
ArteViva PRIMER CEM の内容量：
瓶1L

ポリタンク5L

 

FLUID
Biomalta用の流動化剤。
FLUIDを最大4％までBIOMALTAに加え、クリーミーで均質な溶液になるまでドリルで混ぜ合わせます。使用
前により滑らかで機能性を得るために、ポリマーエマルションの混合物を BIOMALTA に加えます。BIOMAL-

TAのコーティング間のフィラーとしてそのまま適用できます。
荷姿
ArteViva Fluidの内容量：
瓶1L

ポリタンク5L

 

LUXOR (ЛЮКСОР)
コテで塗る Biomalta用の水性の装飾用製品。
Arteviva システムの構成要素として BIONMALTA に使われます。スタッコまたは石灰の上塗り面にも使用で
きます。本製品では、特殊のメタリックな色合いのある非常に強い効果を得ることができます。チクソトロ
ピー性の高い製品です。カラーバリエーション：ゴールド、カッパー、ブロンズ、シルバー、ホワイト、ニュート
ラル（Neutral LUXORに1％から5％のPCCAを加え、RALおよびNCSの全色調をArteVivaシステムの特定のカ
ラーペーストと色づけできます）。
荷姿
ArteViva LUXORの内容量：
瓶1L

AK

水性単成分の保護仕上げ用製品。
壁の最終保護、スタッコまたは石灰の上塗りの仕上げとしても適しています。
時間の経過とともに透明で黄変しない膜を形成する高抵抗ポリマーの特殊なエマルション。形成される薄
膜は、高い硬度レベルと同時に優れた弾性を発揮します。塗りやすく、重ね塗りもできます。すぐれた耐摩
損性を備えた、すぐに使用できる単成分製品です。艶ありと艶なしバージョンをご用意しています。
荷姿
ArteViva AKの内容量：
瓶1Kg

ポリタンク5Kg

 

AVF
屋内および屋外に適したArteVivaシステムの最終保護剤です。脂肪族イソシアネートと架橋結合した二成
分の濃縮複合共エマルションです。黄変力のない高抵抗分散タイプ。架橋後、優れた弾性と再塗装性を維
持しつつ、強力な防汚効果を備えた高硬度を持つ透明なフィルムの形成を可能にします。傷みと水、酸性
とアルカリ性物質、油脂と一般的な汚れ物質に対する優れた耐性があります。
艶あり仕上げ、サテン仕上げ、マット仕上げバージョンをご用意しています。
荷姿
ArteViva AVFの内容量：
瓶1Kg (part A 820 gr + part B 180 gr)

ポリタンク5Kg (part A 4100 gr + part B 900 gr)

ポリタンク5L

BIOMALTA (БИОМАЛЬТА)

床や壁用の水性単成分の厚付け用モルタル。表面が完璧に清潔である場合に限り、木材、圧延シート、工
業用セメント、ガラス、金属、タイルに適用できます。屋内および屋外環境、アパート、バスルーム、オフィス、
ショップ、および調度品、テーブル、シンク、キッチンなどの家具に適しています。水性エマルション状の合
成ポリマーと、「厚付け」用に使用できる様々な粒度のミネラルフィラーとの混合物は、ArteVivaシステムの
ベースに適しています。 石灰、石膏、セメントは含まれていません。通気性があり、RALとNCSカラーチャート
に従って、ニュートラル、ホワイト、またはカラーバージョンをご用意しております。
荷姿
ArteViva Biomaltaの内容量：
缶10L

缶20L

 

PCCA
ArteViva専用の濃縮水性着色ペースト。紫外線に強い高濃度着色ペーストです。本製品で使用される特殊
なポリマーバインダーは、ArteViva システムの全製品で特定の用途に使用できます。
カラーバリエーション：オレンジ、ホワイト、ブルー、F1レッド、ブリックレッド、サンドイエロー、ルクソールイ
エロー、メロンイエロー、レモンイエロー、マゼンタ、ブラック、グリーン、パープル、アルミニウム、ゴールド。
RALとNCSカラーチャートに応じた色を得るために使用します。
荷姿
ArteViva PCCA の内容量：
瓶1Kg

 

BIOCOLOR
ArteVivaシステム用の水性の装飾用製品。
BIOMALTAの色づけ用に適しています。スタッコまたは石灰上塗り面にも使用できます。この製品の使用に
より、独特の色合いと美的効果を特徴とする目覚ましい結果とオリジナルの色を得ることができます。
カラーバリエーション：ニュートラル、イエローオキサイド、アンティークレッド、アンティーカート、ライトグ
レー、ダークグレー、ダークグリーン、ロビンズエッグブルー、ムーングレー、ロンドングレー、ラベンダー。
BIOCOLORは、ゴールド、シルバー、イリス（虹色の紫）のグリッターもご用意しています。全ての色は混ぜる
ことができます。
荷姿
Biocolor ArteViva の内容量：
瓶1L



コース

当社では、Arteviva 樹脂塗りのトレーニングコースを開催しています。このコースは、初めて樹脂の世界に
近づきたい人や、 新しいタイプの製品に関する知識を広げたいと考えるすでにこの分野の専門家を対象
としています。Artevivaの各コースには最大12人の参加者が予定されており、コース終了時には、参加者は
証明書、アプリケーションマニュアル、材料テストキットを受け取ります。

コースプログラムは下記のとおりです。

t�"35&7*7"システムの紹介
t�樹脂の応用分野
t�各種サポートの類型
t�材料の実地試験

 

コースの日程や受講登録に関する詳細は、info@ingroservice.itまでメールをお送りください。







КОНТАКТЫ

INGROSERVICE ITALIA SRL

Via dei Cadolingi 9/11

50018 Scandicci (Firenze)

Italie

!  +39 055 753477

" info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS

AVIS COLOR s.r.o.

Krátká 388/2 Liberec 3 - チェコ共和国
+420 777 212 111

MOTION EM.

Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE

+971 44578693

CROWN SOLID PLASTER

37 Fraser St. Airport West, Melbourne – オーストラリア
+61 414137143


