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KEIM MINERAL PAINTS LTD
Santok Building
Deer Park Way, Donnington Wood
Telford, Shropshire TF2 7NA
Tel. 01952 231250
Fax. 01952 231251

www.keimpaints.co.uk
sales@keimpaints.co.uk

Key Features and Benefits: 

Keim Restauro Lasur
•	 Good	water	repellency	

•	 Protection	from	weathering	and	erosion	

•	 Absolutely	lightfast	and	UV	resistant

•	 Minimal	soiling	

•	 Retains	original	stone	appearance	

•	 Mineral	matt	surface

•	 Stone	colour	can	be	matched

Keim Lotexan N
•	 Breathable	

•	 Water	repellent

•	 Dust	suppressant

•	 Colourless

•	 Forms no	visible	film	or	sheen

•	 Does	not	darken the	surface

•	 Reduces surface	pollution

•	 Resistant	to	mould	and	algae	

カイム塗料 レスタウロ
KEIM Restauro

天然石を考える時、カイムを思い出して下さい
カイム塗料レスタウロ　ー　天然石復元工法

Think Stone, Think Keim
Keim Restauro -  Stone Restoration System



Stone	Cleaning

Keim Steinreiniger	N:		

A neutral, biodegradable cleaning concentrate 

for gentle cleaning of natural stone and clinker 

brick facades.

Keim Algicid	Plus:		

A cleaning agent for mineral surfaces colonised 

with algae, fungi and lichens, particularly suitable 

for natural stone.

カイム塗料レスタウロ・システム
Keim Restauro System
カイム塗料レスタウロ（Keim Restauro) システム
は、天然石の洗浄、（新旧部材の色合いの）統一化、修
複、保存の為の完全な製品群です。これら製品には特殊
な工法と性質が有る為、ご使用前に弊社・SGM株式会
社にご連絡をお願い致します

損傷した天然石を修復するには、石を保存して保護し 
オリジナル外観を再現する為の適切な材料と方法が必要
です。天然石の修復には、防腐、修復、または予防措置
を講じるさまざまな対策と手順が有ります



塗装工事: カイム塗料レスタウロ・ラズア 

カイム・レスタウロは、さまざまな色と色合いで利用できる低
色素性の水性塗料です。 それは石の表面に浸透して結合する染
みとして機能し、石の構造と外観を維持しながら色の変化を均
等にします

撥水性があるため、天然石用のケイ酸塩ベースの低顔料塗料で
あり、水と汚染物質が天然石への吸収を減らすことで天然石を
保護します。 特定の石の下地に合わせて色と不透明度を変える
ことで、個々の現場に合わせたオーダーメイドの解決策をご提
供し、天然石の色と修理の目立たないカラーマッチングを実現
できます

Stone replacement mortars are used for 

reconstructing stone. The Keim Restauro 

range of dry bagged, mineral based 

restoration mortars are ideal for repairing 

damage  to  natural  stone  surfaces.

Keim Restauro	Grund   

A  premixed,  dry  bagged,  mineral restoration

mortar for the repair of large defects (grey 

colour only). For lining deep areas of damage 

(greater than 2cm) and as a core material for 

open form casting.

Keim Restauro Top

A coloured, premixed, dry bagged, mineral 

finishing restoration mortar that may 

be dressed back to match the surrounding

surface. Suitable as natural stone replacement 

material for surface zones to reproduce the 

colour and texture of the original stone. Can 

be applied directly to the stone substrate and 

may also be cast in open forms.  Available in a 

range of monotone colours and to match

the  original  stone.

Stone	Reinstatement	and	Replacement

Keim Restauro	Fuge	

A premixed, dry bagged, mineral restoration

mortar for joint filling and replacement 

between stonework. Especially suitable for 

natural stone masonry, clinker or sand lime 

bricks and for fair faced masonry (brickwork, 

calcareous sandstone). Available in a range 

of monotone colours and to match the original 

stone.

Keim Restauro	Giess	

Casting mortar for reinstatement and 

reproduction of stone architectural details 

and figures by open or closed form casting. 

Available in a range of monotone colours 

and  to  match  the  original  stone.



撥水性︓カイム・ロテクサン・N

カイム・ロテクサン・Nは、撥水性
のシロキサンベースの処理であり、
石に使用するために特別に開発され
た透明な粉塵抑制剤です。 水や湿気
からの保護は、古典的な石の保存方
法の1つです

塗装施工されると、ロテクサン・N
は下地に浸透し、分子サイズが小さ
いため、石の細孔をコーティングし
ます。 化学反応が起こり、シロキサ
ンの撥水性を生み出し、透湿性を維
持しながら撥水性を発揮します

ロテクサン・Nと従来型シリ
コーン塗料で比較すると、シリ
コーン塗料は分子サイズがはる
かに大きく、細孔をコーティン
グするのではなく充填する傾向
があり、通気性を低下させま
す。ロテクサン・Nはシリコー
ン処理に代わる有益な代替手段
です

Stone	Consolidation:	Keim Silex OH
Stone consolidation is a restorative 

stone preservation measure. The aim of 

successful stone consolidation is to 

recreate the original strength of the 

material.  The stone consolidation process 

using Keim Silex OH is a highly skilled 

procedure and advice should be sought 

from Keim Mineral Paints prior to its use.

Weathering of natural stone results 

in an increase in the pore volume in 

the stone‘s structure with simultaneous 

weakening of the surface. Targeted 

addition of binder reconsolidates the 

matrix of the stone which has been 

damaged.

Silicate based products have long 

been used successfully for stone 

consolidation.  On reaction with water, 

they produce silica gel deposits, which 

have a strengthening action, while 

simultaneously retaining the capillarity 

and water vapour permeability of the 

material being consolidated.



Water	repellence:		Keim Lotexan	N
Keim Lotexan N is a water repellent 

siloxane based treatment and clear dust 

suppressant specifically developed for use 

on stone. Protection from water or moisture 

is among the classic stone preservation

methods. 

When applied, Keim Lotexan N soaks 

into the substrate and, having a small 

molecular size, coats the pores of the 

stone. A chemical reaction takes place, 

creating the water shedding properties of 

the siloxane, imparting water repellency 

while maintaining vapour permeability. 

Keim Lotexan N is a beneficial 

alternative to traditional silicone 

treatments which have a much larger 

molecular size and tend to fill the 

pores rather than coating them, 

reducing breathability. 

石の固結: カイム・シレックスOH

石の固結は修復しながら石の保存を
行う方法です。石の固結を成功させ
る目的は材料の本来の強度を再現す
ることです。カイム・シレックス
OHを使用した石の固結プロセスは
非常に熟練した手順ですので、ご使
用前に弊社SGM株式会社にご連絡を
お願い致します

天然石が風化する事により、石の構
造の細孔容積が増加し、同時に表面
が弱くなります。 ターゲットを絞っ
たバインダーの追加は損傷した石の
基質を再統合します

ケイ酸塩ベースのシレックスOH
は、石の固結に長い間成功裏に使
用されてきました。水と反応する
と、強化作用のあるシリカゲルの
堆積物が生成されると同時に、固
められる材料の毛細管現象と水蒸
気透過性が維持されます



Keim Restauro Lasur is a low pigmentation colour wash available in a 

wide range of colours and shades.  It acts as a stain that penetrates and 

bonds to the surface of stone, equalising colour  variations  whilst main-

taining the structure and appearance of  stone.  

Due to its water repellency, Keim Restauro Lasur, a  sol silicate based,

low pigment coating for natural stone, protects natural stone by 

reducing the absorption of water and pollutants.  By varying colours 

and the degree of opacity to suit a particular stone substrate it is 

possible to achieve bespoke solutions for individual projects, to 

produce natural stone colouring and unobtrusive colour matching of 

repairs.

Coating:		Keim Restauro	Lasur				

石の再建には石の交換用モルタルが使用さ
れます。カイム・レスタウロ・ドライバッ
グです。これはミネラルベース修復用モル
タルで天然石の表面の損傷を修復するのに
理想的です

カイム・レスタウロ・グルンド
Keim Restauro Grund
レスタウロ・グルンドは大きい破損部分を
修復するための、事前に混合された、ドラ
イバッグ（乾いた袋入り）のミネラル修復
モルタル（灰色のみ）です。 損傷が深い
領域（2cm以上）の裏打ち用、およびオー
プン鋳造のコア材料としてご使用になれま
す

カイム・レスタウロ・トップ
Keim Restauro Top
周囲の表面に合わせて修復が可能で着色し
て事前に混合されたドライバッグ（乾式袋
詰め）の鉱質仕上げ修復モルタルです。
元の石の色や質感を再現する表面ゾーンの
天然石代替材料として適しています。石の
下地に直接塗ることができ、オープン鋳造
することもできます。モノトーンカラーの
範囲で、元の石の色に合わせて利用できま
す

石の復元と交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Stone	Reinstatement	and	Replacement				

カイム・レスタウロ・フーゲ
Keim Restauro Fuge
レスタウロ・フーゲは石細工の目地充填
および交換用で予混合され、ドライバッ
グ詰めの鉱物修復モルタルです。天然石
組積造、クリンカーまたは砂石灰レン
ガ、および色白の組積造（レンガ、石灰
質砂岩）に特に適しています。 モノトー
ンカラーの範囲で、元の石の色に合わせ
て利用できます

カイム・レスタウロ・ギース
Keim	Restauro	Giess

オープンまたはクローズド鋳造による石
造りの建築の細部や図の復元および複製
のための鋳造モルタル。 モノトーンカ
ラーの範囲で、元の石の色に合わせて利
用できます



The Keim Restauro System
石の清掃　　　　
Stone	Cleaning

カイム・スタインライニガーN
Keim Steinreiniger N︓
天然石とクリンカーレンガのファサードを優
しく洗浄する中性で生分解性の洗浄濃縮物で
す

カイム・アルギシッド・プラス
Keim	Algicid	Plus:

藻類、菌類、地衣類が定着した鉱物表面向け
洗浄剤で、特に天然石に適しています

The Keim Restauro system is a complete range of 

products for cleaning, consolidation, repair and preservation of 

natural stone. Due to the specialised nature of these products 

advice should be sought from Keim Mineral Paints before use.

Restoring damaged natural stone requires appropriate 

materials and methods in order to retain and protect stone, 

replicating its original appearance. Natural stone restoration 

encompasses a range of different measures and processes which 

may have a preservative, restorative and/or preventive action.
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Think Stone, Think Keim
Keim Restauro -  Stone Restoration System

SGM株式会社
〒252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103
電話　042-814-7542

メール　yutaka.ueno@sgm-bz.com
ホームページ　https://www.sgm-bz.com
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KEIM MINERAL PAINTS LTD
Santok Building
Deer Park Way, Donnington Wood
Telford, Shropshire TF2 7NA
Tel.   01952 231250
Fax. 01952 231251

カイム・レスタウロ・ラズワ
主な特徴とメリット:

• 優れた撥水性
• 風化と侵食から保護
• 強力な耐光性と耐紫外線性
• 最小限の汚れ
• 元の石の外観をキープします
• ミネラルマット仕上げ
• 石の色を合わせることができます

カイム・ロテクサン N
• 呼吸する下地
• 撥水
• 防塵剤としての機能
• 無色透明
• 可視フィルム層や光沢を形成しない
• 施工表面を暗くしない（濡れ色にならない）
• 表面の汚れを減らす
• カビや藻に強い




