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ＵＶコーﾄ用高レベリング1液ベースコート「プラネットＪ」

　紫外線硬化型高光沢・高レベリング塗料「ＵＶコートＪ」

本製品は高意匠化の進む携帯電話や光学機器向け

に開発されたべｰｽ］-ﾄ、UV］一卜です。従来の塗料

に比ﾍﾞﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ・光沢に優れ、肉持ち感のある外観

仕上がりとなります。

また硬度、耐摩耗性、耐擦傷性などのﾊｰﾄﾞ］一卜性に

加え印刷性に優れたＵＶ塗料です。

１．特　長

１）塗膜性能

　・光沢、表面平滑性（レベリング）に優れる。

　・硬度、耐摩耗性、耐擦傷性が良好。

　・塗装後の印刷性に優れる。

　・長期環境試験（耐湿､耐熱）での付着低下がない。

２）付着性

　・各種プラスチック素材（ABS･PC･PC/ABS）

　　への付善性に優れる。

３）作業性

　・低エネルギー、短時間硬化が可能。

２．標準塗装仕様

塗　料
プラネットＪ

(ベースコート)

UVコートＪ

（トップコート）

標準シンナー
プラネットＪ

専用シンナー

ＵＶコートＪ

専用シンナー

混合比(重量比) 100/100～120 100/IC》○～120

塗装粘度
9～10sec. ８～９ｓｅｃ

(岩田カップNK-2　20℃)

スプレー圧 ４～５×１０-ＩＭＰａ

標準膜厚 ８士２μｍ 10土２μｍ

セッティング 室温　約5min.

乾燥条件 ６０℃×１５ｍｉｎ．
６０℃×５ｍｉｎ．

　(予備乾燥)

ＵＶ照射
　ﾋﾟｰｸ強度:60～80mW/cm2

積算照射量:400～了○OmJ/cm2

〔標準塗装工程〕　2C/2B or 3C/3B

べｰｽ]-ﾄ塗装→強制乾燥60℃X15分

　中塗り塗装→強制乾燥60℃×15分(3C/3Bのみ)

　UV]-ﾄ塗装→強制乾燥60℃×5分→UV照射

３．塗膜性能

(ベースコート：プラネットＪを塗装)

項目 ＵＶコートＪ 試験条件

硬度 H(ABS) 三菱鉛筆ユニ

付着性 100/1000
ｌｍｍ碁盤目

ｾ[]ﾃｰｱ剥離

耐湿性 100/1000 45℃95％RHX240h

高温耐湿性 IOO/1000 了○℃90％RHX72h

ﾋｰﾄｻｨｸJ旺） 100/1000
　　3ｻｲｸﾙ

下記試験条件

ﾋｰﾄｻｲｸj鴎 IOO/1000
　　IOｻｲｸﾙ

下記試験条件

耐熱性 100/1000 80℃×48h

耐低温性 ○ -20℃×72hでのｸﾗｯｸ

砂消し磨耗 素地露出なし
　lkg加重

連続500回

耐溶剤性 ○ 99.5％ｴﾀﾉｰﾙ滴下

耐洗剤性 ○
　　5％ﾏｲﾍﾟｯﾄ塗布、

65cC90％RHX168h

　※試験素材：ＡＢＳ

　(試験条件)

・ﾋｰﾄｻｨｸﾙ①:了○℃lh→23℃lh→-30℃lh→23℃lh→

・ﾋｰﾄｻｨｸﾙ②:60℃lh→-30℃lh→

塗装仕様・塗膜性能は素材のｸﾞしｰﾄﾞ一種類・塗装方法によって異なる場合がありますので、

必ず御確認下さるよう様お願い致します。
　　　　（お問合せ先：オリジン電気（株）塗料事業部営業部TEL O42-557-4ヤ13）
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レーザーカット用２液ウレタン塗料

　　｢エコネットＥＹ｣

　本塗料ま、レーザー加工性に非常に優れ、厚生労働省

や日本自動車工業会ｶ噸制している特定のＶＯＣ（ト

ルエン、キシレン等）を含まない環境配慮型2液ウレタ

ン塗料である。PCやＰＡ、ＰＭＭＡ、ＡＢＳ等のエン

プラに対し優れた密着性を有していることを特徴とす

る

１．特長

1）レーザー加工性

　レーザー加工性において非常に優れてい＆

2)素材適甦

　各種エンプラ1こ対し密着性が良好であ＆

3)環境配慮型塗料

　厚生労働省匈AMA湖制している特定の

　ＶＯＣを含まなしX。

2.標準塗装仕様

試験項目 塗装仕様

標準硬化剤 ﾎﾟﾘﾊｰﾄﾞFT

標準ｼｶﾞｰ 開発品ｼｶﾞｰ

混合比（重量比） 主剤/硬化斉!j/ｼｶﾞｰ=8/1/3～4

塗装粘度 10～15sec、（FC#4、20℃）

ｽｱﾚｰ圧 4～5×10-IMPa

標準膜厚 20士３μｍ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ条件 糸ll5min、（室温）

標準乾燥条件 了〇～８０℃×３０～４０ｍｉｎ．

3.塗膜性能（素材:PC）

試　験　項　目 性能 試験条件

鉛筆硬度 ＨＢ 三菱鉛筆ﾕﾆ

付　　着　　性
100/1(X:)

　　○ ｌｍｍ碁盤目ﾃづ摯秦

耐　　湿　　性
100/100

　　0

50℃・9e%RHX240h「

lmm碁盤目ﾃｰｱ乖錐

耐　　熱　　性
ICXD/100

　　0

80℃×500h「

lmm碁盤目ﾃｰｱ筆架

耐　衝　撃　性 ○
ﾃﾞｭﾎﾟﾝ式、1/2ィガ

3(Xﾆ厄fx5Cbrn

耐　摩　耗　性 ○
ﾃｰ八一摩耗

25NXIOO回

不　粘　着　性 ○
ガｰｾﾞ、70℃×3h｢

500gf、4()mmφ

耐薬品変色性

○
0.1N H2a)4、宰濃×24h、

色差漏泄

○
0.1N NaOH、55℃×4h、

色差溌掟

耐　　油　　性 ○
2g/1(X)cm2(牛脂)

ａﾆ)℃×168h｢

耐化粧品性 ○
lg/100 cm2 (ﾌﾞﾗﾊﾞｽ)

80℃×168h｢

§
色差
(∠IE)

2.0以下

FOM:8(Xﾆ)hr(BPT 83℃)

光沢保持率 匹以上

４．使用方法及び注意事項

１）本塗料は＋分厘絆した後、濾過して御使用下さい。

２）専用シンナーで希釈して禄p使用下さい。

塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード、塗装方法によって異なる場合がありますので、

必ずご確認下さるようお願い致します。

　（お問合せ先：オリジン電気（株）塗料巣箱知識箱知　ＴＦＬ Ｏ４２-５５７-４１１３１）
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金属謂塗料

「　エコネット　ＦＸ
Ｊ

｢エコネット　ＦＸ｣は、金属調の発色が可能で、

耐溶剤性、硬度、付着性に優れるＡＢＳ､ＡＢＳ／

ＰＣ､ＰＣ素材を対象とした２液型アクリルウレ

タン系塗料です。

１．特長

　１)金属調外観

　　・従来の塗料より金属感のある外観が得られます。

　2)特定ＶＯＣを含みません

　・　トルエン、キシレン等を排出しません。

　3)密着性

　　・ＡＢＳ､ＡＢＳ／ＰＣ､ＰＣ素材に対する密着性に

　　　優れます。

　4)耐油性、耐アルコール性等の溶剤性に優れます。

2.標準塗装仕様

標

準
塗
装
仕
様

硬化剤 開発品

ｼﾝﾅｰ 開発品

混合比 １６／１／１２～２０

塗瀧度 ９～１２秒(ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ井4,20°C)

μﾚT圧 0.3～0.5MPa

順順享 １０～１２μｍ

ｾｯﾃｨｶﾞ 約5min.

四駒牛 80℃×30min.

・混合比(重量比)：主剤/硬化剤/シンナー

3.塗膜性能

試験項目 性能 試験条件

密　着　性
100/100

　0
１ｍｍ碁盤目ｾﾛﾃｰﾌﾟ剥離

耐　湿　性
100/100

　0

　50°C･95％RHX240h

取出優、ｌｍｍ碁盤目仙ﾃｰｱ剥離

耐　水　性
100/100

　0

　40°CX24h温水浸潰

取出後、１ｍｍ碁盤貝ｾDﾃｰﾌﾟ剥離

耐摩耗性 200回以上
　ｽﾄﾛｰｸ100mm

500g荷重、力゛-ｾﾞ

硬　　　度 Ｆ
　三菱鉛筆ﾕﾆ

（ABS素材上で実施）

耐アルコール性 ○
ｴﾀﾉ4、3ml滴下

　　ﾗﾋﾞﾝｸﾞ

耐　酸　性 ○
　硫酸、3m1滴下

RTX24h、外観確認

耐アルカリ性 ○
　ＮａＯＨ、３ｍｌ滴下

50°CX24h、外観確認

耐　油　性 ○
IﾝｼﾞﾝｵｲJ1、3ml滴下

　ﾗﾋﾞﾝｸ≒外観確認

不粘着性 ○
　65°C、500g荷重

力゛-ｾﾞ10枚、外観確認

耐　候　性 ○ F OM　600h

(試験条件)

　・密着性:PC上lmm碁盤目包Di-ﾌﾟ剥雛試験

４．使用方法及び注意事項

　１)本塗料は＋分撹押した後、濾過してご使用下さい。

　2)専用シンナーで希釈してご使用下さい。

塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード、塗装方法によって異なる場合がありますので、

必ずご確認下さるようお願い致します。

（お問合せ先：オリジン電気（株）塗料事業部営業部TELO42-557-4113）
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(多)

　　好触感水系ソフトコート

｢ファンタスコート　ＡＱ｣

従来の触感塗料に比べ､滑らかでしっとりとした触感　3.塗膜性能

を有し、耐汗性と作業性に優れるAE3S、PC素材用

環境対応水系塗料です。

１．特長

　１)好触感

　　なめらかでしっとりとしたソフトタッチの塗膜で

　　あり、一定の範囲での触感調整が可能である。

　2)作業性

　　ポットライフが従来品に比ぺ､非常に長くスプレー

　　塗装性に優れる。用途によっては１液塗料として

　　も使用可能である。

　3)環境

　　有機溶剤の発生が極めて少なく、大気汚染防止や

　　作業環境保全に有効である。

　4)非危険物

　　非危険物であるため､消防法による保管場所の制約

　　を受けない。また火災の危険性が小さい。

2.標準塗装仕様

項　　目 仕様及び条件

硬化剤 専用硬化剤

希釈剤 専用ｼﾝﾅｰ

混合比(重量比) 主剤/硬化剤/希釈剤=100/○～10/O～10

塗装粘度(20℃) 500～1500mPa･s（B型粘度計M3）

スプレー圧 ３～５×１０“ＩＭＰａ

標準膜厚 30～50μm(ﾏｲｸ0ﾒｰﾀ)

セッティング 室温○～5min

乾燥条件 80℃×30分pass

※塗装後は水通水で、塗装力゛ﾝ、容器、配管を洗浄し、

　最後にｱｾﾄﾝで洗浄を行ってください。

項　目 ﾂﾔｹｼｸﾛ 試験条件

鉛筆硬度 ＨＢ 三菱鉛筆ﾕﾆ

付着性 100/1000 ２ｍｍ碁盤目ｾ0ﾃｰｱ剥離

耐湿性 100/1000 50℃･98％RHX240h

耐熱ｻｲｸﾙ性 100/1000 10ｻｲｸﾙ

耐熱性 ○ 80℃×500h　∠IE≦2.5

耐摩耗性 ○
ア0-ﾄﾞ布６枚重ね

400g荷重､5000往復

耐酸性 ○ 3％H2SO4､常温×4h

耐汗性 ○ JIS　LO848記載人工汗液

耐洗剤性 ○ 中性洗剤5％　常温×4h

促進耐候性 ○ FOM600h∠IE≦2.5

補修性 100/1000
AQ塗装→乾燥→3日放置→

AQ再塗装→乾燥

【試験片作成条件】供試素材:ABS

塗料：ﾌ?ﾝﾀｽ]-ﾄAQﾂ竹ｼｸ[](謹厚30μmﾏｲｸ【】ﾒｰﾀ)

乾燥:80℃×30分pass(常温７日放置)

【耐熱ｻｲｸﾙ試験条件】

(80℃/4h→室温/0.5h→-30℃/1.5h→室温/0.5h)×10

４．適応素材

ｱﾗｽﾁｯｸ
ABS、PC/ABS、　PC １］-ﾄ

PP(水系PP用ｱﾗｨﾏｰ開発品使用時) ２]-ﾄ

金属 検討中(水系ｱﾗｨﾏｰ検討中) ２]-ﾄ

5.触感とグロスマップ
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柔らか・しっとり感岫ｼﾞ

触感付与材配合量

　　塗装仕様は素材のｸﾞﾚｰﾄ≒種類、塗装方法によって異なる場合がありますので

　　実際に適用する場合は、必ずご確認下さるようお願い致します。

（お問合せ先：オリジン電気（株）塗料事業部営業部TEL O42-557-4113）
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