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ECOS ORGANIC PAINT
エコスオーガニックペイント

エコスオーガニックペイントは「口に入れても無害」な

イギリス生まれの水性塗料。シックハウスに悩んだ化学者

２人が６年の歳月をかけて研究開発しました。

「より良いもので、私たちのお気に入りで、自信を持って

お勧めできるもの。」

そんな想いで私たちグリーンエレファントが日本で輸入

販売しています。
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自由に、

クリエイティブに、

安全に。

建築材料の中でも自由度が高いのが「塗料」。

新築のお部屋はもちろん今ある壁や家具に、平滑なところ

だけでなく球体のようなものにでも、全体に塗装したり

一部に塗装したり。様々な場所に使うことができ、色や

デザインも自由自在。上から再塗装も可能です。

エコスオーガニックペイントは、とことん無害に拘った

誰もが心から安心して使えるオーガニックな塗料です。

自由に、クリエイティブに、そして安全に。塗料のある

暮らしをお楽しみください。
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美しく、

より豊かに。

エコスオーガニックペイントは通常の３倍の顔料を贅沢に

使っているので発色の良さも自慢です。

普段、私たちは身の周りの様々な色から心理的、生理的、

感情的な影響を知らず知らずのうちに受けています。

言い換えれば、普段よく目にする色を選ぶことは、自分の

心や感情をコントロールするのに役立ちます。

人は黄色を見ると明るい気分になり、緑を見ると安心し、

青を見ると心が落ち着きます。そして、あなたの好きな

色は、あなたらしさを育むでしょう。大好きな色に囲ま

れて過ごす時間の積み重ねは、これからの暮らしを美しく、

より豊かにしてくれるはずです。
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オーガニック

「オーガニックペイント」と「ナチュラルペイント」

エコスオーガニックペイントは、オーガニックな水性

塗料です。エコスオーガニックペイントが創立された

イギリスではもうすでに馴染みのある塗料として使われて

います。オーガニック野菜、オーガニックコットン…。

「オーガニック」という言葉に馴染みはあると思いますが、 

オーガニックペイントとは一体どんなものでしょう？

オーガニックペイントと似たイメージを持つものに、

ナチュラルペイントがあります。天然素材からできた

もので「自然塗料」と呼ばれることもあります。その

言葉の響きから「安全」、「身体に良い」と思われがち

ですが、必ずしもそうではありません。天然由来の素材は、

有毒性のものも多々あるのです。塗料に用いられる天然

素材とは鉱物や石などを指し、その中には有害物質や

放射能を含むものもあります。

オーガニックペイントは、そういった有害物質の含まれる

天然素材や自然素材、そして抗菌剤や抗菌薬を一切使用

していない、口に入れても安全なほど完全無害な塗料です。  
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ZERO
VOC

世界一安全、ゼロVOC

「ゼロVOC」と「低 VOC」

VOC( 揮発性有機化合物 ) とは、大気中に容易に揮発する

有機化学物質の総称です。大気中へ放出されることにより

公害、大気汚染となり健康被害を起こす可能性があります。

VOC 含有量は低ければ低いほど安全なことには間違い

ありませんが、何が入っているかにも要注意です。 物質

によっては量が少なくても影響が大きいものもあり、

ラテックスやメチルイソチアゾリノンなど、アレルギー

反応を起こす物質は人ぞれぞれ。 「低 VOC」と書いてあっ

ても、それが誰にとっても安全とは言い切れないのです。

日本では、油性塗料製品中の VOC 成分含有量が重量

30% 以下のものを「低 VOC 塗料 ( 溶剤系）」と表示して

います。水性塗料に関しては、明確な基準はありません。 

米国環境保護庁 (EPA) の基準では、VOC 成分含有量が

5g/L 以下の商品は「ゼロVOC」と表示できます。

エコスオーガニックペイントは、有害物質を一切含まない

「完全ゼロVOC」の、世界一安全な塗料です。
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エコスオーガニックペイントが選ばれる理由

長い時間をお部屋で過ごす
産まれたての赤ちゃんにも
安全です。

妊娠中でも塗装出来ます。
お腹の赤ちゃんへの影響も
ありません。

小さなお子さまのいる家庭
でも安心して一緒に作業が
できます。

無害無臭なので住みながら
塗装作業ができます。長年
お住まいの壁のリフォームに
好評です。

化学物質が原因の体調不良
に悩んだ化学者が開発しま
した。化学物質等に敏感な
方は是非お試し下さい。

お部屋で過ごすことが多く
なる療養中は空気の質が
大事です。

塗料全ての成分が遺伝子
組み換えではありません。

エコスでは一切の動物実験
を行っていません。

一切の動物性成分不使用。
ヴィーガン対応製品です。

最後は全て土に還ります。
コンポストに入れられます。

抗菌剤・抗菌薬は有害物質。
水を処理する特殊な技術で
カビや腐敗を防いでいます。

アレルギーの原因になりま
せん。アレルギーがある方
でも使えます。

どんな方でもご使用いただけます

無害であることに拘るエコスオーガニックペイントは、食品に使える「食品グレード」や入歯など

医療に使われる「医療品グレード」といった、体内に取り入れても問題ない原材料を使っています。

塗装中や塗装直後もにおいがしないので、どなたのお部屋にも安心してご使用いただけます。

薬品や動物性成分は一切使用していません

エコスオーガニックペイントは、抗菌剤や抗菌薬などの薬品の他、動物性成分も一切使っていない

ヴィーガン対応商品です。使う人に優しく安全であることは勿論、環境にも配慮しており、最後は

全て土に還る成分で出来ています。

新生児OK

高齢者OK 化学物質過敏症OK 療養中OK 抗菌剤・抗菌薬
不使用 アレルギーフリー 土に還る成分

妊婦・胎児OK 子どもOK 遺伝子組換えでは
ありません

動物実験を
していません

動物性成分
不使用
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エコスオーガニックペイント取扱商品一覧

上塗り仕上用塗料 下塗り素地調整用塗料

Chalkboard Paint
チョークボードペイント

黒板塗料

塗るとどこでも黒板に！

室内＆屋外用
25色
120ml      ¥3,000　/　400ml      ¥7,200
　　　 ( 税込 ¥3,300)　　　　　   ( 税込 ¥7,920)

1L          ¥12,000　/　1Gallon  ¥38,000
　　  ( 税込 ¥13,200)　　　　　 ( 税込 ¥41,800)

Air Pure Paint
エアピュアペイント

空気清浄塗料

塗装でお部屋の空気をきれいに！

室内用
8色
1L          ¥12,000　/　1Gallon  ¥38,000
　　  ( 税込 ¥13,200)　　　　　 ( 税込 ¥41,800)

Clear Varnish
クリアニス

木材用クリアニス

VOCゼロのオーガニックニス
化学物質過敏症の方でも使用可能

室内用 (床を含むあらゆる木材に )
セミグロス
1L          ¥12,000
　　  ( 税込 ¥13,200)

Universal Primer
ユニバーサルプライマー

万能下地

木材、石膏ボード、鋼板、壁紙や
コンクリートなどあらゆるものに密着
（鋳鉄、アルミ不可）

室内用＆屋外用
120ml      ¥1,400　/　400ml      ¥2,400
　　　 ( 税込 ¥1,540)　　　　　   ( 税込 ¥2,640)

800ml      ¥4,800　/　1Gallon  ¥19,000
　　　 ( 税込 ¥5,280)　　　　　 ( 税込 ¥20,900)

室内用
1Gallon  ¥18,000
　　  ( 税込 ¥19,800)

Filler
フィラーパテ

粉末状塗装用パテ

VOCゼロのオーガニックパテです
化学物質過敏症の方でも使用可能

Air Pure Primer
エアピュアプライマー

空気清浄下地

合板、石膏ボードなどのVOCを
吸着中和し室内に出させません
シックハウス対策や過敏症の方に

室内用
120ml      ¥2,400　/　400ml      ¥4,800
　　　 ( 税込 ¥2,640)　　　　　   ( 税込 ¥5,280)

800ml      ¥9,600　/　1Gallon  ¥36,000
　　  ( 税込 ¥10,560)　　　　　 ( 税込 ¥39,600)
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Air Pure Paint
エアピュアペイント ／ 空気清浄塗料

塗装でお部屋の空気をきれいに！

室内の空気は、家具や調度品から放出される有害物質に

より、屋外よりも汚染され健康リスクが高まる可能性が

あると言われています。エアピュアペイントは、空気中の

有害物質を吸着中和する独自技術「モレキュラーシーブ」

を採用。モレキュラーシーブは、窒素や酸素などの小さな

粒子は通し、空気中の有害物質を90%以上吸着することで、

室内環境を快適にします。エアピュアペイントは、優しく

落ち着きのある 8 色から選ぶことができます。滞在時間の

長いお部屋の塗装や、化学物質過敏症等でお悩みの方は

是非お試しください。

モレキュラーシーブイメージ

汚染粒子

洗浄された粒子
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エアピュアペイントで予防する
化学物質過敏症

化学物質過敏症は、何らかの化学物質に大量に曝露されたり、微量でも長時間

曝露されると発症するとされています。しかし、同一化学物質環境にいても

発症する人としない人がいて、個人差があります。この個人差、つまり、

どれだけの量の化学物質に耐えることが出来るかは、よくコーヒーカップに

例えられます。人ぞれぞれ体内に取り入れられる化学物質の総重量は決まって

いて、新築、改築の家に転居を繰り返すうちにコーヒーカップの容量を超えて

しまい、ある日突然発症するといったことも多いです。一旦発症すると、

非常に微量な化学物質にも反応するようになり、その後の日常生活に支障が

出てしまいます。化学物質過敏症の患者の７割以上は女性です。患者の生活を

見てみると、一日の多くを自宅の室内で過ごす人が多いという特徴があり、

室内の化学物質を減らし体内に取り入れる総重量を抑えることが大事であると

考えられています。新築や改築時等の VOC や化学物質を放出するものが

増えてしまう機会には、滞在時間の長い寝室や、赤ちゃんが過ごすお部屋に、

エアピュアペイントを使用して化学物質対策をしてみてはいかがでしょうか。

こんなお悩みありませんか？

「建材の臭いが耐えられない」

「家具や接着剤の臭いが耐えられない」

「香料・柔軟剤の臭いが耐えられない」etc...

そういった原因不明の体調不良は化学物質が原因かもしれません。「化学物質

過敏症」とは、化学物質に反応して苦しむ環境病です。その症状は人により

様々で、理解されず苦しむ方も多いのです。発症者は日本人の 10 人に１人

とも言われ、誰にでも発症の可能性があります。
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Air Pure Paint 8 Colors

Pearl
パール

Tranquil
トランクイル

Pure White
ピュアホワイト

Yellow Bonnet
イエローボネット

Frosted Pink
フロステッドピンク

Lemonade
レモネード

Avocado
アボカド

Moon Drop
ムーンドロップ

＊上記の印刷された色味はイメージです。実際の塗料の色味と異なる場合がございます。
塗料の色味についてはサンプル (>>P36 参照 ) をお取り寄せのうえお確かめください。
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Chalkboard Paint
チョークボードペイント ／ 黒板塗料

塗るとどこでも黒板に！

エコスオーガニックチョークボードペイントは、個性

豊かな 25 色から選んで、自由なデザインであなただけの

黒板が作れます。描き手の味わいやぬくもりが感じられる

黒板は、チョークアートやお絵かき教室でも大変人気

です。また室内だけでなく屋外でも使え、水拭きだけで

なく水洗いも出来るタフな黒板は園庭や屋外看板でも

使われています。安全な黒板塗料でクリエイティブな

生活をお楽しみください。
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Chalkboard Paint 25 Colors

＊●の色は透けやすい (ムラになりやすい )ため余裕を持った量を用意することをお勧めします。
エコスチョークボードペイント同士は複数の色を混ぜて調色可能です。
看板やメニューボードを塗る際はチョークが映える濃い色がお勧めです。

000
Chalkboard Green
● チョークボードグリーン

001
Clay Blue
クレイブルー

003
Night Black
ナイトブラック

005
Pear Green
ペアグリーン

006
Chocolate Brown
チョコレートブラウン

101
Village
ビレッジ

103
Sykes Green
サイケスグリーン

104
Crimzon 
● クリムゾン

＊上記の印刷された色味はイメージです。実際の塗料の色味と異なる場合がございます。
塗料の色味についてはサンプル (>>P36 参照 ) をお取り寄せのうえお確かめください。
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Chalkboard Paint 25 Colors

105
Dewberry
デューベリー

106
Black
ブラック

108
Creek
● クリーク

111
Pure White
ピュアホワイト
(調色用 )黒板での単独使用はお勧めしません

112
Signal 
● シグナル

113
Lapis Lazuli
ラピスラズリ

114
Royal Blue
ロイヤルブルー

115
Buttercup
● バターカップ

＊上記の印刷された色味はイメージです。実際の塗料の色味と異なる場合がございます。
塗料の色味についてはサンプル (>>P36 参照 ) をお取り寄せのうえお確かめください。

＊●の色は透けやすい (ムラになりやすい )ため余裕を持った量を用意することをお勧めします。
エコスチョークボードペイント同士は複数の色を混ぜて調色可能です。
看板やメニューボードを塗る際はチョークが映える濃い色がお勧めです。26 27



Chalkboard Paint 25 Colors

0682
Stream
● ストリーム

0780
Hyper
● ハイパー

0802
Rain Slicker
● レインスリッカー

1123
Groovy
● グルービィー

1304
Orchid
オーキッド

0198
Young Colt
ヤングコルト

0373
Burning Idea
バーニングアイデア

0445
Deep Shadow
ディープシャドー

0512
Overcast
オーバーキャスト

＊●の色は透けやすい (ムラになりやすい )ため余裕を持った量を用意することをお勧めします。
エコスチョークボードペイント同士は複数の色を混ぜて調色可能です。
看板やメニューボードを塗る際はチョークが映える濃い色がお勧めです。

＊上記の印刷された色味はイメージです。実際の塗料の色味と異なる場合がございます。
塗料の色味についてはサンプル (>>P36 参照 ) をお取り寄せのうえお確かめください。
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下塗り素地調整用塗料

塗装の仕上がりの美しさは、下地で決まります。

下地塗装を行うことで、汚れやアクの浮きを止めたり、

上塗り塗料との密着をよくする役割があります。フェイス

用のファンデーションの下地クリームと同じ役割といえば

特に女性は馴染みがあるかもしれません。下地クリームに

よって肌を守り、滑らかで綺麗に仕上がりが崩れにくく

なります。エコスオーガニックペイントの上塗り塗料には

「セルフプライミング機能（下地機能）」もありますので、

多くの場合はそのまま直塗できます。しかし、より綺麗に

仕上げたい、長持ちさせたいなど、仕上がりに拘りたい

場合は、下地塗装がお勧めです。
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上塗り仕上げ用塗料商品詳細 下塗り素地調整用塗料商品詳細

Chalkboard Paint
チョークボードペイント

黒板塗料

Air Pure Paint
エアピュアペイント

空気清浄塗料

Clear Varnish
クリアニス

木材用クリアニス

Universal Primer
ユニバーサルプライマー

万能下地

Air Pure Primer
エアピュアプライマー

空気清浄下地

Filler
フィラーパテ

粉末状塗装用パテ

無し 告示対象外無し 告示対象外 無し 告示対象外

グレー・白グレー・白 薄いグレー

ーー ー

120ml 400ml 800ml 1Gallon

1.2 ㎡ 5㎡ 10 ㎡ 36 ㎡

¥1,540 ¥2,640 ¥5,280 ¥20,900

120ml 400ml 800ml 1Gallon

1.2 ㎡ 5㎡ 10 ㎡ 36 ㎡

¥2,640

1Gallon

最高で45㎡

¥19,800¥5,280 ¥10,560 ¥39,600

11 2～3

4 時間以上4 時間以上 1～2時間

◯◯ ◯

◯◯ ◯

◯◯ ー

◯◯ ◯

◯× ×

◯× ×

アク止・錆止・強い密着
石膏ボード・木材・壁紙・鋼板
コンクリート・古い塗装など

壁・天井・家具・建具
石膏ボード・木材・壁紙など

ボードや合板の継ぎ目や穴埋め
欠損部分の修復など

ーー

ー

ー

ー

短毛～中毛短毛～中毛 ー

×◯ ×

製品名

特徴

主な塗装素材

ご購入や

詳細情報は

QRより

ご購入や

詳細情報は

QRより

完全無害

アレルギー

VOC 吸着機能

使用規制

カラー

艶

推奨塗装回数

乾燥時間

吹付塗装

ローラー塗装

室内

屋外

水洗い

掃除お手入れ

サイズ

塗装面積目安 (1度塗り)

価格 (税込 )

製品名

特徴

主な塗装素材

完全無害

アレルギー

VOC 吸着機能

使用規制

カラー

艶

推奨塗装回数

乾燥時間

吹付塗装

ローラー塗装

室内

屋外

水洗い

掃除お手入れ

サイズ

塗装面積目安 (1度塗り)

価格 (税別 )

25色

低艶

2

120ml 400ml 1L 1Gallon

1.5 ㎡ 5.2 ㎡ 13 ㎡ 46 ㎡

¥3,300 ¥7,920 ¥13,200 ¥41,800

2 時間以上

◯

◯

◯

◯

◯

◯

水拭き・水洗い・中性洗剤

壁・天井・家具・建具
石膏ボード・木材・壁紙など

壁・天井・家具・建具
石膏ボード・木材・壁紙など

短毛～中毛

×

無し 告示対象外 無し 告示対象外

8色

低艶

2

1L 1Gallon

10 ㎡

¥13,200 ¥41,800

2 時間以上

◯

◯

◯

◯

×

×

水拭き・中性洗剤

短毛～中毛

◯

36㎡

無し 告示対象外

ー

低艶サテン

1Q( 約 1L)

10 ㎡

¥13,200

3

2 時間以上

◯

◯

◯

×

×

床板・家具など

水拭き・中性洗剤

×

ゼロ VOC で舐めても無害。
密着が良く、塗面がタフで
水洗い可、室内＆屋外での
使用可能。ベビー＆キッズ
用品やペット用品にも。

ゼロ VOC で舐めても無害。
塗膜が室内の VOC を吸着
中和します。

ゼロ VOC で舐めても無害。
木材用透明ニスです。

ゼロ VOC で舐めても無害。
木材、石膏ボード、壁紙、
コンクリートなどの下地を
整えます。鋼板の錆止塗装
にも使えます。

ゼロ VOC で舐めても無害。
合板や石膏ボードの有害
物質を室内空気に出ない
よう塗膜に閉じ込めます。
化学物質に過敏な方に。

ゼロ VOC で舐めても無害
な粉末状石膏パテです。
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エコスオーガニックペイントの実績

エコスオーガニックペイントは、イギリスで 1985 年に誕生後、住宅やオフィスをはじめ大英

博物館やルーブル美術館、ロンドンオリンピック村などの施設で 30 年以上にわたって使われて

きました。施行中の臭いや健康リスクを最小限に抑制できるため安心です。日本では私たちが

輸入販売を始めて以降、保育施設内や園庭、学校、病院、オフィス、飲食店や物販店舗、アトリエ、

公共施設、個人の住宅やシェアハウスなど幅広くお使いいただいています。また、1 日で作業が

完了し（速乾）臭いも残らず（無臭）発色が良いため職人さんのお勧めで採用されてきました。

化学物質過敏症の方のリフォーム実績も多数あります。

エコスオーガニックペイントは塗料の全成分を公開しています

エコスオーガニックペイントは、成分や耐久性を、外部機関であるアメリカの研究機関「リビング

フューチャー」で検査し、Declare ラベルが発行されています (＊詳細はQRコードより )。

また、安全な塗料の基準としてＦ☆☆☆☆（フォースター）がありますが、フォースターはホルム

アルデヒド（VOC の一種で建築基準法で規制されている成分）の放出量が基準値以内である

（少ない）ということを示します。エコスはホルムアルデヒドを放出する成分を全く含まないため

フォースターではありません。ホルムアルデヒドを放出しない「告示対象外」として使用面積制限

なく使えます。

新生児や胎児に何の影響もないオーガニックペイントは、多くの保育施設で使われています。

使用実績：ミツバチ幼稚園
使用塗料：Chalkboard Paint　006 チョコレートブラウン・115 バターカップ・103サイケスグリーン

Declare ラベル

左：Air Pure Paint　/　右：Chalkboard Paint

各 Declare ラベル
詳細情報はQRより

左：Air Pure Paint
右：Chalkboard Paint

34 35



＊塗料の色味サンプルについて

実際の塗料で作成した無料色見本と、有料の塗料10ml サンプルを用意

しています。色選びや化学物質過敏症の方の事前確認にご利用下さい。 

詳細はホームページ (上記 URLまたは左QRコード)より。

グリーンエレファント

私たちグリーンエレファントは、カナダのインテリアブランドの日本輸入元として 2009 年に

スタートしました。その頃に取り扱っていた商品のひとつが「カラーチョークボードペイント」

です。当時日本に流通していた黒板塗料は、黒か緑のものばかり。カラフルで楽しいこの

塗料との出会いが、私たちが「塗料の面白さを沢山の人に紹介したい」と思うようになる

きっかけでした。しかし、当時の私たちにとって「塗料」は馴染みのないもの。「安心して

使えるものなの？塗装って難しいの？」。色々な方に会いに行き、お話しを伺うことから

始めました。

また、グリーンエレファントをスタートする数年前に自身でも「塗料」に触れる機会があり

ました。自室の壁と天井を一人でペイントした時のことです。ホームセンターでは好きな

色が見つからず、ネットで塗料屋さんを検索して、資料請求して、取り寄せて。そこから

二週間かけてお気に入りの色で丁寧にペイントした部屋は、まさに「自分の居場所」となり

ました。ただ当時、塗料の成分や安全性については全くの無知。窓を開けっ放しにして、

きつい臭いの対策をしたものです。

「より良いもので、私たちのお気に入りで、自信を持ってお勧めできるものはないのかな？」。

そう思うようになって 2012 年に出会ったのが、エコスオーガニックペイントです。安心

安全な成分や、信頼できる製造チーム、その全てが私たちの「こんなものがほしい」という

思いを満たしてくれました。このエコスオーガニックペイントを、一人でも多くのお客さま

にご使用いただき、自由で、クリエイティブで、そして安心安全な塗料のある暮らしを

お楽しみいただけるように。そんな思いを込めて、私たちは日々販売しております。ご質問、

ご要望やお気付きのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

エコスオーガニックペイント

日本輸入販売元

グリーンエレファント

〒824-0031 福岡県行橋市西宮市 4-33-7

T e l ：0930-37-1187 ( 受付：平日 8時から 13時 )

F a x：06-6537-1712

Mail：info@greenelephantco.com

Web：https://www.greenelephantco.com
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