
２００８．１０．８発行

　　　蒸着用塗料

「ＵＶコートＶＰ」シリーズ

「プラバックVP」シリーズ

　プラスチックヘの意匠性付与の工法として、蒸着など気相で金属層を形成する光輝処理が注目されてい

　ます。携帯端末など電子機器の加飾用に採用例の多いスズやアルミニウム蒸着に適応する蒸着用塗料と

　して、紫外線硬化タイプの「ＵＶコートVP」シリーズ、加熱硬化タイプの「プラバックVP」シリーズ

　を、順次ラインアップいたします。お客様の多様な加工工程に対応が可能です。

１．ラインアップと特長

ＵＶ硬化型3ｺｰﾄ UV硬化型2ｺｰﾄ 中塗り2液(3液)混合型 加熱乾燥型
アンダーコート UVｺｰﾄVP-Uｼﾘｰｽﾞ ＵＶｺｰﾄＶＰ-Ｕｼﾘｰｽﾞ ＵＶｺｰﾄＶＰ-Ｕｼﾘｰｽﾞ プラバツクＶＰ-Ｕシリーズ

ミドルコート UVｺｰﾄVP-Mｼﾘｰｽﾞ － プラバックＶＰ-Ｍｼﾘｰｽﾞ プラバツクＶＰ-Ｍｼﾘｰｽﾞ

トップコート ＵＶｺｰﾄVP-Tｼﾘｰｽﾞ UVｺｰﾄVP-Tｼﾘｰｽﾞ UVｺｰﾄVP-Tｼﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾗﾊﾞｯｸVP-Tｼﾘｰｽﾞ

仕様 3コート 2コート 3コート 3ｺｰﾄ及び2ｺｰﾄ

乾燥時間

ｱﾝﾀﾞー:60°CX5min

ﾐﾄﾞﾙ　:60°CX5min

ﾄｯﾌﾟ:60°CX5min

ｱﾝﾀﾞー:60°CX5min

ﾄｯﾌﾟ:60°CX5min

ｱﾝﾀﾞー:60°CX5min

ﾐﾄﾞル　:60°CX5min

ﾄｯﾌﾟ:60°CX5min

ｱﾝﾀﾞー:80°CX60min

ﾐﾄﾞﾙ:70°CX15min

ﾄｯﾌﾟ:80°CX30min

推奨

ＵＶ照射条件

ピーク強度:

　　　　60～80mW/cm2

積算照射量:

　　　　500～800mJ/cm2

ピーク強度:

　　　　60～80mW/cm2

積算照射量:

　　　　500～800mJ/cm2

ピーク強度:

　　　　60～80mW/cm2

積算照射量:

　　　　500～800mJ/cm2

※ミドルコートは照射無し

素材形状
自由度 ○ ○ ○ ○

着色性
　　○

(淡色対応)
　　△

(淡色対応)
　　　○

(濃･淡色対応)
　　　○

(濃･渋色対応)

蒸着金属 Sn、AL Ｓｎ、ＡＬ Ｓｎ、ＡＬ Sn、AL

Sn消失 ○ ○ ○ ○

ﾒｲﾝﾀｰｹﾞｯﾄ 家電･携帯 家電･携帯 家電･携帯 自動車関連

２．開発状況

ＵＶ硬化型３コート仕様以外は、ライン適性等の検討段階となっております。

完成まで今しばらくお待ちください。

　　　　　　本資料の塗料名は、実際の製品名称やサンプル名とは異なることがあります。

　　　　　　　（お問合せ先：オリジン電気（株）塗料事業部営業部TEL 042-557-4113 ）



｢耐酸賎UV　陛品｣

　　携帯電話、ＰＨＳ、パソコンなど指紋付着の激しい分

野向けに、新たに開発した塗料です。また、従来の塗料

に比ぺ、レベリング・光沢に優れ肉持ち感のある外観仕

上がりとなっております。

　１．特長
　１)塗膜性能

　・指紋の耐付着性能、拭き取り性能に優れます。

　・撥水性、撥油性、防汚性に優れます。

　・光沢、表面平滑陛(レベリング)に優れる。

　・耐摩耗性、耐擦属性が良好。

　・長期環境§式験(耐湿､耐熱での付着低下がない。

２）作業性

　・低エネルギー、短時間硬化が可叱

　・成型状態が悪い素材でも塗装ムラが目立だない。

３)付着|住

　・各種プラスチック素材(ABS ・PC ・PC/AE3S)への

　　付善性に優れる。

２．標準塗装仕様

標準ｼﾝす- プラネットシンナー開発品
混合比

(垂垂比)
１００／６０～９０

塗装粘度 8～9sec.（岩田ｶｯﾌﾟNK-2,20℃）
スプレー圧 4～5kgf/cm2

標準膜厚 ８～１２μｍ

セッティング 室温約5min.
予備乾燥 ６０℃×５ｍｉｎ

ＵＶ照射
ピーク強度：６０～８０ｍＷ／ｃｍ２

積算照射量：３００～７００ｍＪ／ｃｍ２

3.塗謨性能

試験素材：弊社ABS(ｸ[])

2008.10.7.制定

項目
耐指紋対策UV
　　開発品

試験条件

硬度 H(ABS) 三菱鉛筆ユニ

密着性 100/1000
ｌｍｍ碁盤目
ｾ[]ﾃｰｱ剥離

耐湿性 100/1000
45℃95%RHX

　　240h

高温耐湿性 100/1000
了〇℃90％RHX

　　　72h

ﾋｰﾄｻｲｸﾙ① 100/1000 　　３ｻｲｸﾙ
下記試験条件

ﾋｰﾄｻｲｸﾙ② 100/1000 　10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

　(試験条件)
・ﾋｰﾄｻｲｸﾙ①:了○℃lh→23℃lh→

　　　　　　　　　　　→-30℃lh→23℃lh
・ﾋｰﾄｻｲｸﾙ②:60℃lh→-30℃lh→

塗装仕様・塗装性能は素材の種類・グレードにより異なる場合がありますので、

必ずご確認くだ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　T E L　O42-557-4113
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　環境配慮型塗料

｢エコネットVX｣

　近年、住居者の健康を吉する『シックハウス症候群』

力恂題となっており、その要因になりうる物質として

BTX（ベンゼン・トルエン・キシレン）などがある。

　本製品|ま、一般塗料に沢用されているBTXを

使用せず、塗膜性能を維持させた1液型の

環t竟配慮型塗料です。

３．適応素材と標準シンナー

適応素材 標準シンナー

AE3S エコネットシンナー井５０５５

PS エコネットシンナー井５０５５

PC エコネットシンナー井６０５５

１．特　長

　1）環境・人体への影響を考慮した塗料

　　BTXのフリー化により、環境への悪影響、

　　人体の有害|ヽ生を低減してい＆

　２塗膜性能の維持

　　塗料の汎用物質であるBTXをカットしつつ

　　塗膜性能を維持してし屁

　　特に、付着陛・耐塩ﾋﾞ移行性に優れ＆

２．標準塗装仕様

試験項目

塗装仕様

　及び

塗装条件

希　釈　比

　（重量比）

塗料／シンナー

　　　＝100/100～120

塗装粘度
12±2sec.

　　(ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ井4、20℃)

スプレー圧 3～5×10゛IMPa

標準膜厚 8～12μm

セッティング 約5min.（室温）

乾燥条件 60℃×30min.

塗装仕様・

４．塗膜性能(素材:ABS)

試　験　項　目 性能 試験条件

密　　着　　性
1(X)/100

　　0

ｌｍｍ碁盤目ﾃｰﾌー灘

硬　　　　　　度 Ｆ
三菱鉛筆ﾕﾆ

耐　摩　耗　性 ○
砂消しｺﾞﾑ、16.1N荷重、

100回

耐アルコール性 ○
ｴﾀﾉｰﾙ(8Cy?Q、荷重9.8N/cm2、

10回(が-ｾﾞヘの塗料移行なし)

耐　油　脂　性 ○
ひまＵ由、40℃・95%F}4

×24h、外観変化

耐塩ビ移行性 ○
65℃・95%RHX24h、

500画重

耐薬品変色性

○
0.1N H2aﾆ)4、室温×24h、

色差洪掟

○
0.1N NaOH、5SCX4h、

色差測定

耐　　水　　性
10()/1(X⊃

　　○

40℃温水×24h浸漬、

外観変化、付着性

耐　　湿　　性 ○ 50℃・95％RHX5(X)h

耐　　汗　　性 ○
65℃・95%RHX48h、

外観変化

耐　　候　　性 ○ FOM 1501

４．使用方法及び注意事項

１）本塗料は＋分攬挫した後､濾過して御使用下さい。

２）専用シンナーで希釈して御使用下さい。

・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）



自動車内装素材用塗料

｢エコネットＰＰ－１００｣

　自動車内装素材を対象とし､近年問題となって

いるシックハウス症候群等の原因物質とされる

トルエン､キシレン､エチルベンゼンを完全フリー

化した環境対応型塗料です。

１．特長

１)トルエン､キシレン､エチルペンゼン

　を含有しない。

2)ポリプロピレン､ABS､PC素材への

　付着が良好である。

３)耐水性､耐油脂性､その他諸性能に優れる。

4)従来のトルエン､キシレン含有塗料と同等の

　作業性を有する。

2.標準塗装仕様

項　目 塗装仕様

標準シンナー エコネットシンナー#9505

混合比 塗料/シンナー＝10/8～12

塗装粘度 10～20sec.(FC#4，20°C)

標準膜厚 15～20μm

セッティング時間 室温O～5min。

乾燥条件 70°CX20min.

－

－

－

－

3.塗膜性能

項目 性能 試験条件

付着性
100/100

　0

　　lmm碁盤目

セロテープ剥離試験

耐湿性
100/100

　0
50°C･95%RHX240h

耐水性
100/100

　0

40°CX24h

温水浸潰

耐酸性 異常なし
スポット

RTX24h

耐揮発油性 異常なし
スポット

50°CX4h

耐摩耗性 200回以上
　　スポット

RTX3h、HP/HX

耐油性 ○
　　　ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ

　　80°CXIWEEk

付着試験および磨耗試験

耐光性 ○
　　FOM 400h

　　∠IE＜3.0

光沢保持率＞80S

<試験片作成条件〉

１)素材:PP(インパネ用PP材)

２)塗料:エコネットpP－100艶消し黒

3)瞳厚:20μm

4)乾燥:70°C X 20min 常温7日間放置
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＜塗装時の組成＞

(お問合せ先:オリジン電気(株)塗料事業部営業部TEL 042-557-4113)
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環境配慮型レーザーカット用２液ウレタン塗料

　　　　　｢エコネットＥＹ｣

　本塗料ま、環境への悪影響、人体への有害性が問題視

されている物質、TX（トルエン、キシレン）を含まな

い環境配慮型2液ウレタン塗料であり、ポリカーボネー

トやナイロンに対して優れた密着陛を雌する。

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)素材適性

　ABS、PC、PA、PMMA等各種エンプラに対し

　密着性が良好である。

　3)環境配慮型塗料

　厚生労働省句AMA力惣Uしている順勁/OC

　を含まない。

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

ﾎﾟﾘﾊｰﾄﾞPA(素材適性幅向上)

標準ｼﾝす-
工]ﾈｯﾄｼｶﾞｰ＃1055(PC以外)

工]ﾈｯﾄｼﾝす-＃了055(PC)

混合比（重量比） 主斉U/硬化剤/ｼｶﾞｰ=8/1/4～6

塗装粘度 10～15sec.（FC井4、20℃）

ｽｱﾚｰ圧 2～3×lcrlMF⊃a

標準膜厚 20±5μm

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ条件 約5 min，（室温）

標準乾燥条件 了○～８０℃×３０～４０ｍｉｎ．

適応素材 ABS、PC/ABS、PA、PC、FMMA

3.塗騰1生能(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　　看　　性
|○○/100

　　0 ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ摯巣

耐　　湿　　性
ICX)/1(X)

　　○

50℃・98%RHX240h「

lmm碁盤目ﾃｰｱ曇錐

耐　　熱　　性
1(X)/1(Xﾆ)

　　○

ａ)℃×５(Ｘ〕ｈ｢

ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ摯姐

耐　衝　撃　性 ○
ﾃﾞｭﾎﾟﾝ式、1/2切

3()Ogfx5(λﾆｍ

耐　摩　耗　性 ○
ﾃｰﾊﾞ一摩耗

25NXICXﾆ)回

不　粘　着　性 ○
ガｰｾﾞ、70℃×3h｢

500gf、40mmφ

耐薬品変色性

○
0.1N H2a)4、室温×24h、

色差測定

○
0.1N NaOH、55℃×4h、

色差溌掟

耐　　油　　性 ○
2g/100cm2(牛脂)

80℃×168hr

耐化粧品性 ○
lg/100cm2(ﾌﾗﾊﾞλ)

80℃×168h｢

§
色差
(∠IE)

2.0以下

FOM:800hr(BPT 83℃)

光沢保持率 m上

４．使用方法及び注意事項

１）本塗料は十分攬挫した後､濾過して御使用下さい。

２）専用シンナーで希釈して御使用下さい。

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力i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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環境配慮型高光沢２液ウレタン塗料

　　　　｢エコネットEB｣

　本塗料ま、環境への悪影響、人体への有害陛が問題視

されている物質、TX（トルエン、キシレン）を含まな

い環境配慮型2液ウレタン塗料であり、１コートで肉持

ち感のある高光沢を実現し、長期耐久性に優れる。

１．特　長

　1)環境配慮型塗料

　　厚生労働省やJAMAが規制している特定のVOC

　　を含まない。

　2)優れた意匠性

　　高光沢で肉持ち感のある塗膜や高品質な金属調

　　意匠が可能である。

　3)耐溶剤性

　　自動車外装部品で要求される形容剤性にも優れる。

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SD

標準ｼﾝす- ｴ]ﾈｯﾄｼﾝす-＃I055

混合比（重量比） 主斉U/硬化剤/ｼｶﾞｰ=4/1/1.5ヽ,2

塗装粘度 10～15 sec.（FC井4、20℃）

ｽｱﾚｰ圧 2～3×10‘IMPa

標準膜厚 20～25μm

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ条件 約５ ｍｉｎ．（室温）

標準乾燥条件 70～80℃×30～40min.

適応素材 AE3S、PC/AE3S

3.塗膜性能(素材:AE3S)

試　験　項　目 性能 試験条件

光　　　　　沢 90 60°鏡面反射率

鉛筆硬度 ＨＢ 三菱鉛筆ﾕﾆ

付　　着　　性
IOO/100

　　0
ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ剥駱

耐　　湿　　性
100/|○○

　○

50℃・98%RHX240h「

lmm碁盤目ﾃｰｱ剥離

耐　　熱　　性
100/1(X)

　　○

80℃xa)Ohr

lmm碁盤目ﾃｰｱ剥離

耐　　水　　性
100/100

　　0

40℃温水×240hr澄清

ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ剥離

耐熱サイクル性
100/ICXﾆ）

　　○

3ｻｲｸﾙ

ｌｍｍ碁盤目ﾃｰﾌﾟ剥離

耐　衝　撃　性 ○
ﾃﾞｭﾎﾟﾝ式、1/2ｲﾝﾁ

3(ﾆXﾆ)gfx50cm

耐　摩　耗　性 ○
ﾃｰﾊﾞ一摩耗

25NXICO回

耐酸変色性 ○ 0.1N H2SO4、室温×24h

耐ｱﾙｶﾘ変色性 ○ 0.1N NaC)H、55℃×4h

耐　　油　　性 ○ Iﾝｸﾞﾝｵｲﾙ20℃×4hr浸漬

剛力゛ソリン性 ○ ぼｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ､20℃×30分浸漬

耐アル］－ル性 ○
995%ｴﾀﾉｰﾙ・lkgf/cm2

20往復

不　粘　着　性 ○
ガｰｾﾞ、了○℃×2h｢

500gfx4(⊃mm必

促進耐候性 ○ SWOM:2000h「

４．使用方法及び主意事項

１）本塗料は十分攬絆した後､濾過して御使用下さい。

２）専用シンナーで希釈して御使用下さい。

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　TEL O42-557-41 13）
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環境配慮型上塗り用２液ウレタン塗料

　　　　｢エコネットＥＴ｣

　本塗料ま、環境への悪影響、人体への有廊生か問題視

されている物質、TX（トルエン、キシレン）を含まな

い環境配意型2液ウレタン塗料であり、高光沢及び艶消

しがあり、長期耐久性に優れた上塗り用クリヤである。

１．特　長

　|)環境配慮型塗料

　　厚生労働省句AMAが現制してい皿のVOC

　　を含まない。

　2)優れた意匠性

　　平渦性に優杓伺持ち感のある外観(高光沢仕様)。

　　すっきりとした透明性の高い外観(艶消し仕4羞)。

　3)ベースコートとのマッチング

　　ベースコート塗装後､wetonwet(2C/IB)で

　　塗装可能であり、良好な密着性を阿する。

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SD（全艶仕様）

ﾎﾟﾘﾊｰﾄﾞTD（艶消し仕様）

標準ｼﾝす- ｴ]ﾈｯﾄｼﾝﾅｰ＃1055

混合比（重量比） 主剤/硬化剤/ｼｶﾞｰ=4/1/1.5～2

塗装粘度 10～15sec.（FC井4、20℃）

ｽﾌﾚｰ圧 2～3×1(ylMPa

標準膜厚 20⌒･25μm

ｾｯﾃｨｶﾞ条件 約５ ｍｉｎ．（室温）

標準乾燥条件 了〇～8()℃×3(ﾆ)ヽ･４０ｍｉｎ．

適用するべ-ｽ]-ﾄ ]:]ﾈｯﾄEB、EY、FX

塗装仕様・

3.塗謨性能

[素材:ABS、べｰｽ:1]ﾈｯHΞBﾒﾀ池Ｇ)

試　験　項　目 性能 試験条件

光　　　　　沢 90 60°鏡面反射率

鉛筆硬度 ＨＢ 三菱鉛筆ﾕﾆ

付　　着　　性
100/100

　　0 ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ摯盗

耐　　湿　　性
100/1(ﾆX)

　　○

50℃・98％FIHX240h「

lmm碁盤目ﾃｰｱ草案

耐　　熱　　性
1(X)/100

　0

80℃×500h「

lmm碁盤目ﾃｰｱ剥離

耐　　水　　性
100/100

　　0

40°C温水×240hri曼漬

ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ剥離

耐熱サイクル性
ICXﾆ)/1(X)

　　○

3ｻｲｸﾙ

ｌｍｍ碁盤目ﾃｰｱ摯錨

耐　衝　撃　性 ○
ﾃﾞｭﾎﾞン式、1/2ｲﾝﾁ

300耐×50cm

耐　摩　耗　性 ○
テボー摩耗

2.5NXIOO回

耐酸変色性 ○ 0.1N H2SO4、室温×24h

耐ｱﾙｶﾘ変色性 ○ ○ｿIN Na()H、55℃×4h

耐　　油　　性 ○ Iﾝyﾝｫｲﾙ20CX4hr浸漬

剛力゛ソリン性 ○ ぼｭﾗぞｿﾘﾝ、20℃×30分浅漬

耐アル］－ル性 ○
99.5%Iﾀﾉｰﾙ・lkgf/cm2

20往復

不　粘　着　性 ○
がぞ、了○℃×2h｢

500gf〉く40mm必

促進耐候性 ○ SWOM:2000h「

４．使用方法及び注意事項

１）本塗料は+分攬挫した後､濾過して御使用下さい。
２）専用シンナーで希釈して御使用下さい。

・グレード、塗装方法によって異なる場合ｶi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　TEL O42-557-4113）
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Γ

金属謂塗料

エコネット

｢エコネット　ＦＸ｣は、金属謂の発色が可能で、

耐溶剤性、硬度、付善性に優れる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)金属謂外観

　　・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 ポリハード　ZP-16

シンナー エコネットシンナー　井１０６５

混合比 １６／１／１２～２０

塗游握 ９～１２秒(ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ井4,20℃)

ｽｽﾞtﾉT圧 ０．３～０．５ＭＰａ

標璃奨享 １０～１５μｍ

ｾｯﾃｨｶﾞ 約５ｍｉｎ．

轄槃駒牛 80℃×30min.

・混合比（重量比）：主剤/硬化剤ノシンづ･－

ＦＸ

3.塗膜性能

Ｊ

試験項目 性能 試験条件

付　着　性
100/100

　0
１ｍｍ碁盤目ｾﾛﾃｰﾌ'剥離

耐　湿　性
100/100

　0

　50℃･95％RHX240h

取出後、lmm碁盤目ｾﾛﾃｰﾌ'剥離

耐　水　性
100/100

　0

　40℃×24h温水浅漬

取出後、ｌｍｍ碁盤目ｾﾛﾃｰﾌ'剥離

耐摩耗性 200回以上
　ｽﾄﾛｰｸ100mm

50og荷重、ｶﾞｰｾﾞ

硬　　　度 Ｆ 　三菱鉛筆1二

(AJ3S素材上で実施)

耐アルコール性 ○
ｴﾀﾉｰﾙ、3m1滴下

　　ﾗﾋﾞﾝｸﾞ

耐　酸　性 ○
　硫酸、3ml滴下

RTX24h、外観確認

耐アルカリ性 ○
　ＮａＯＨ、３ｍｌ滴下

50℃×24h、外観確認

耐　油　性 ○
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、3ml滴下

　ﾗﾋ'ﾝｸ≒外観確認

不粘着性 ○
　65℃、500g荷重

ｶﾞｰｾﾞ10枚、外観確認

耐　候　性 ○ FOM　600h

(試験条件)

　・付着性:PC上lmm●盤目ｾﾛｦｰﾌ･剥離試験

４．使用方法及び注意事項

　１)本塗料は十分撹絆した後、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TEL O42-557-4113）



エコネ トシンナーについて

2008.10.7.

オリジン電気㈱塗料事業部

エコネットシンナーにつて下記の通り、塗料別に表を作成しました。

対象塗料 適応素材、用途 乾燥スピード

井１０５４

井１０５５

井１０５６

井１０５７

エコネットＥＢ、ＥＹ、ＥＴ
ＡＢＳ、ＡＢＳ／ＰＣ、

ＰＭＭＡ、一般上塗り用

速乾

標準

遅乾

遅乾

井１０６５ エコネットＦＸ 金属調 標準

井２０６５ エコネットＥＴ 金属調上の上塗り用 遅乾

井７０５４

井７０５５

井７０５６

井７０８４

井７０８６

エコネットＥＹ、ＬＣ ＰＣ

速乾

標準

遅乾

遅乾

遅乾

井８０５５ エコネットＥＹ ＰＡ 標準

井９５０５

井９５０６
エコネットＰＰ－１００、ＦＳ ＰＰ

標準

遅乾

井５０５５

井６０５５
エコネットＶＸ

ＡＢＳ

ＰＣ

標準

標準

以上、宜しくお願いいたします。
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