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◦隠ぺい性と優れた経済性
　低価格であり、希釈率 100％でも隠ぺい性に優れる。使用する塗料を大幅に削減できる。
◦ボカシ作業性
　ボカシ際の黒ずみがなく、最少限の面積での補修作業を可能にし作業効率を大幅に向上できる。
◦乾燥性と仕上り外観

滑らかなベース肌と速乾性を両立させた塗料設計。クリヤー塗装
後の仕上り外観が他社ベースコートより著しく向上した。

◦中研ぎ性
空研ぎ♯1000（水研ぎ♯1500）以上で安易に中研ぎができ、
ペーパー目が発生しにくい。 ゴミ・ブツの対策が安易に行える。

◦環境対応と消防法危険物表示
環境に配慮した低臭性ベースコートで VOC 発生を抑えたエコ商
品です。PRTR 法特化則フリーで第４類第２石油類に該当。

S.COAT No.2015 ECO ベースの特徴と塗装

1）メタリック塗装にアルミバランサーAL-Xを3％添加して下さい (パールベースでも入れるとムラがなくなる)。
2）しっとりとしたベース肌にして下さい。ザラザラとしたベース肌は乾きムラになります。
3）パターン重ね幅は２/3～3/4（3/4を推奨します）重ねで行ってください。
4）オーバーダストの除去は必ずタッククロスでふき取ってください。エアーブローすれば容易にできます。
5）塗料の希釈率は90％～120％で塗装してください（希釈率が高くても隠蔽しやすい…顔料固形分が高い)。
6）ボカシレベリング剤は多くの場合は必要とせず（難易度の高い塗装のみ必要）、ボカシ作業性に優れる。

■ S. COAT No.2015 ECO シンナーの選定

シンナーの種類
危険物表示

第４類
作　業　温　度

５℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃

超々遅乾 第２石油類

超 遅 乾 第２石油類

遅 乾 第２石油類

標 準 第２石油類

速 乾 第１石油類

超 速 乾 第１石油類

超々速乾 第１石油類
PRTR特化則フリー。40℃以上ではリターダ(荷姿4ℓ)を添加してください。� クリヤー、SPフィラー、SVフィラー、ECOベースの共通シンナー

■ベース、硬化剤、シンナーの混合比率(重量比）と希釈塗料の可使時間

■他社ベースコートとの塗装方法の違い

パネル３枚～４枚
パネル１枚～２枚

混合比率 ( 重量比率 ) 硬化剤 10％添加塗料の可使時間
ベース 硬化剤※1 シンナー 10℃ 20℃ 30℃

メタリック・パール仕様 100※2 0～10 90～120 24 時間 18 時間 12 時間

３コートカラーベース仕様 100 10 80～100 18 時間 14 時間 10 時間

ソリッド１コート仕様※3 100 10～20 60～80 12 時間 8 時間 4 時間
※1�硬化剤は共通硬化剤でクリヤー、SPフィラー（サーフェサー）にも使用できる共通硬化剤です。
※2�AL-Xを3%入れることを推奨します。
※ 3�SL-X（ソリッドバランサー）3％添加すると肌と光沢が良くなります�。



2

LED-AI カラーウインドウシステム
１．LED 測定器で実車の測定
２．登録データベースから最も近い配合の検索
３．コンピューターカラーマッチングによる自動修正
４．塗料の作成とテストピースの作成
５．オリジナルカラーの配合を自動保存

●2000年以降のカラーチップ数 (2020 年３月現在 )　　
　国産　6485 色　　外車　2984 色

●1988年から1999年の掲載データ数
　国産　8780 色　　外車　4218 色

● �2020 年までに国産車の色を約 1000 色を見直し、より
精度の高いカラーウインドウを作成いたします。2021 年
より⑩以降に改めたカラーウインドウに変更いたします。

●毎年の新色および周辺色の配布は年３回から４回で、合計
　300 色から 500 色で、低価格で配布いたします。

●マルチアングル測色器の導入と販売（2022 年販売予定）
　 LED-AIテクノロジーを利用した測色器（3角度色差データ※1、

輝度感※2および粒子サイズ※3を測定可能なカメラ)を利用し
たカラーウインドウシステムの早期導入と販売を計画してい
ます。価格面でも低価格で販売する予定です。
※1�メタリックのフリップフロップ、干渉パールおよび偏光パールの含有を測定
※2 メタリックおよびパールの輝きを数値化
※3 メタリックおよびパールの粒子径を数値化

カラーデータについて

110°

Lamp

45°

15°
Specular
45°

■ 3角度カラー測定　15°/45°/110°

S.COATの開発・生産および実績と耐久性
●研究開発
　 合成樹脂は耐薬品性、耐紫外線、耐熱性に優れる合成樹脂のみを使用しております。顔料（着色剤）は、

自動車製造ラインで実績のある原料を中心に使用しております。国内はもとより、海外原料メーカーを厳
選し信用と実績のあるメーカーから購入しております。また、新規色材、合成樹脂等の情報を購入商社か
ら随時得て、いち早く塗料配合に反映させるべく研究をしています。

●生産体制（委託生産の徹底と高度化）
　 自動車補修用塗料を中心に生産している ISO 取得塗料メーカー数社に生産を委託しており、万全の品質

管理体制をとっております。
　 また、トヨタ自動車等の自動車ライン用塗料開発に携わった元大手塗料メーカーの技術員が、上記塗料メー

カーと共同で生産体制を構築させ、シンプルな商品アイテムの安定供給を実現しました。
●実績と耐久性
　 エスコートは 2000 年以降、沖縄石垣島から北海道湧別まで全国販売 20 年の実績があり（全国 47 都

道府県で実績有、実車塗装実績 1,800 万台）、S.COAT No.2000 クリヤーはこの 20 年間クレームは
なく、また、S.COAT No.2015 ECO ベースは市場の実績が 10 年を経過し、300 万台の実車塗装の
実績があり、クリヤーとの実績も合わせ自動車塗料としての耐久性は市場で実証されています。

　 近年の温暖化と環境悪化に対する備えとして、塗膜の耐久性を向上させるべく、塗料配合を高度化してき
ました。さらに、環境の変化に応じた長期の品質向上を反映させるために、研究開発を続けております。
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■ S.COAT No.2015 ECO べース塗装の前処理

S.COAT No.2015 ECO ベースの塗装仕様

下地処理の良否が塗装の仕上がり、上塗り塗料の密着性に大きく影響します。
A）パテ作業工程…S.COAT�No.2016�SPパテ

パテによる損傷部の処理は、損傷具合により本カタログ P13 の各種 S.COAT No.2016 SP パテをご使用くだ
さい。高張力鋼板にも対応しており、損傷部分のひずみ処理が容易になります。

B）プラサフ工程…S.COAT�No.2015�ECO��SPフィラー、SVフィラー
明度調整、カラー化できるプラサフで肉持ち感があり、研磨性に優れたS.COAT No.2015 ECO SP フィラー、
SVフィラーをご使用ください（白、黒、グレー）。S.COAT No.2015 ECO原色の赤、エロー、その他ブルー等の
各原色も20%程度ブレンド可能で（本カタログP14参照）、作業に応じて自由自在にカラーサフ使用もできます
ので、ぜひ利用して工程短縮願います。また、厚盛が可能で、パテ工程後の微妙なひずみも簡単に処理可能です。

1．1 コートソリッドのブロック・ボカシ塗装標準仕様 （ボカシ塗装は■の部分を参照）

作業工程 作　業　内　容 エアー圧
（Mpa）

吐出量
（回転）

ガン距離
（㎝）

カラーベース
の捨て吹き

（1） SVフィラーあるいはSPフィラーのエッジ部分の
拾い塗り。

（2）パターンを1/2 重ねで薄く均一に塗装する。
　　 SPフィラー部分よりやや広めに、薄く均一に塗装

する。

0.15～0.18 3.0 20

カラーベース
の色決め

（1） パターンを2/3 重ねで、ツヤがでるように隠蔽す
るまで均一に塗装する。（塗り重ねは指触乾燥を
待ってから行う。）

（2） ゴミなど不具合が発生した場合は乾燥後に（空研ぎ）
＃1000以上のペーパーで研磨する。

0.1～0.15 3.0 15

ボカシ塗装

２段ボカシ
 １回目… カップに残った希釈塗料に30％～50％シン

ナーで希釈して塗装する。
 ２段目… さらに残量に50％程度シンナーで希釈して塗

装する。

0.1～0.15 2.5 20

セッティング
（1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で10分程度

乾燥
（1） 常温乾燥の場合…10℃で８時間、20℃で５時間、

30℃で３時間が目安
（２）強制乾燥…60℃で30分が目安

磨き仕上げ
ゴミ・ブツ・肌荒れ部分は#1500～#2000のペーパー
で磨き、コンパウンドで肌を整える。

（1）  ソリッドカラー１コート仕上げの場合、硬化剤は主剤100 に対し10～20 を混合してください（光沢を上げるには15～
20を推奨します）。

（2）  エロー、赤系、青系および黒の濃色の場合はクリヤー塗装をするか、SL-X（ソリッドバランサー）を3％添加してください。

100 10～20+

カラーベース 硬 化 剤

60～80+

シンナー
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2．メタリック・２コートパールのブロック・ボカシ塗装標準仕様 （ボカシ塗装は■の部分を参照）

作業工程 作　業　内　容 エアー圧
（Mpa）

吐出量
（回転）

ガン距離
（㎝）

カラーベースの
捨て吹き （1） SVフィラーあるいはSPフィラーのエッジ部分の

拾い塗り。
（2） パターンを1/2～2/3 重ねで薄く均一に塗装する。
　（ ※SPフィラー部分よりやや広めに、薄く均一に塗

装する。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

（3） ゴミなどの不具合が発生した場合は、乾燥後に（空
研ぎ）♯1000以上のペーパーで研磨する。

0.15 ～0.18 3.0～3.5 15～20

カラーベースの
色決め

 パターンを2/3～3/4重ねで、ツヤがでるように隠蔽
するまで均一に塗装する。
　（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.15～0.2 3.0～3.5 15

ムラ取り
 色決め時よりスプレーガンを離して、半ツヤ程度にパ
ターンを2/3～3/4重ねで、１～2 回塗装する。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.1～0.18 2.0～3.5 15～20
カラーベース
のボカシ・ム
ラ取り

色決めの時よりスプレーガンを離して、パターンを
2/3～3/4重ねで、半ツヤ程度に塗る。ボカシ際がで
ないようになじませながら塗り拡げる。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる

セッティング
（1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で10分程度

クリヤー塗装※

（1）捨て塗り（必ず必要としない）
　　薄く均一に塗装する。
（2）仕上げ塗り
　　指触乾燥を確認後２回程塗装し、肌を整える。
　（ クリヤーと硬化剤の調合比率は本カタログP15参照）

0.2～0.22 3.5～4.0 10～15

クリヤー
ボカシ

２段ボカシ。
 １回目… カップに残ったクリヤーに30％～50％のシ

ンナーで希釈して塗装する。
 ２回目… さらに残量に50％程度シンナーで希釈して塗

装する。

乾燥
各クリヤーの指定乾燥条件。
　（クリヤーの乾燥条件は本カタログP15参照）

磨き仕上げ
 ゴミ・ブツ・肌荒れ部は#1500～#2000のペーパー
で磨き、コンパウンドで肌を整える。
磨き作業後のクリヤー膜厚は40μを目標に確保する。

※クリヤー塗装・乾燥および磨き仕上げはP5, 6, 7 も同じ作業を行います。塗装の動画を YouTube で公開しています。

100 90～120+

カラーベース シンナー
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3．3 コートパールのブロック・ボカシ塗装標準仕様 （ボカシ塗装は■の部分を参照）

作業工程 作　業　内　容 エアー圧
（Mpa）

吐出量
（回転）

ガン距離
（㎝）

カラーベースの
捨て吹き （1） SVフィラーあるいはSPフィラーのエッジ部分の拾い

塗り。
（2） パターンを1/2～2/3 重ねで薄く均一に塗装する。
（3） ゴミなどの不具合が発生した場合は、乾燥後に（空研ぎ）

♯1000 以上のペーパーで研磨する。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.15～0.2 3.0～3.5 15～20

カラーベース
（色決め）

パターンを2/3～3/4重ねで、ツヤがでるように隠蔽す
るまで均一に塗装する。（塗重ねは指触乾燥を待ってから行
う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.15～0.2 3.0～3.5 15

カラーベース
（ボカシ）

２段ボカシ
 １回目… カップに残った希釈塗料に30％～50％シンナー

で希釈して塗装する。
 ２段目… さらに残量に50％程度シンナーで希釈して塗装す

る。

0.1～0.15 2.5 20

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で10分程度

パールベース

 カラーベース塗装時よりスプレー
ガンを離して、パール感を確認し
ながらパターンを 2/3 ～ 3/4重
ねで、数回に分けて塗装する。

（塗重ねは指触乾燥を待ってから
行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.15～0.2 2～3.5 15～20
にごりパール
ベース

※ カラーベースのボカシ際よりやや広めに薄く1～2 回塗
装しボカシ目を消す。

パールベース
（ボカシ）

（1） 仕上げ塗り。
※ カラーベース塗装時よりスプレーガンを離して、パール
感を確認しながらパターンを2/3～3/4重ねで、数回に
分けて塗装する。

　（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
（2） ボカシ際がでないようになじませながら塗り広げる。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で10分程度

※クリヤー塗装とクリヤーボカシはP4を参照して下さい。塗装の動画をYouTubeで公開しています。

100
10

+

カラーベース 硬 化 剤

80～100+

シンナー

100 90～130+

パールベース シンナー

100 90～130+

パールベース シンナー

3～10
+

希釈カラーベース
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4．カラークリヤー系（マツダ46Vなど）のブロック・ボカシ塗装標準仕様 （ボカシ塗装は■の部分を参照）

作業工程 作　業　内　容 エアー圧
（Mpa）

吐出量
（回転）

ガン距離
（㎝）

カラーベースの
捨て吹き

（1） SVフィラー或いはSPフィラーのエッジ部分の拾い塗り。
（2） パターンを2/3 重ねで薄く均一に塗装する。
（3） ゴミなどの不具合が発生した場合は、乾燥後に（空研ぎ）

♯1000 以上のペーパーで研磨する。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

●塗装のポイント(カラーサフェーサーの推奨)
SVフィラーあるいはSPフィラー（グレー）にＲ-2を80：
20の比率で塗装する。（カラーガイドの⑬あるいは本カタ
ログＰ14のカラーサーフェーサー色見本例を参照）

0.15～0.2 3.0～3.5 15～20

カラーベース
（色決め）

パターンを3/4重ねで、ツヤがでるように隠蔽するまで均
一に塗装する。（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.15～0.2 3.0～3.5 15

カラーベース
のボカシ・ム
ラ取り

色決めの時よりスプレーガンを離して、パターンを2/3～
3/4重ねで、半ツヤ程度に塗る。ボカシ際がでないように
なじませながら塗り拡げる。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で10分程度

カラークリヤー

カラークリヤー調合にはアルミコントロールV（AL-V）と
キャンディカラー（P18参照）を使用する（AL-1ではカラー
クリヤーの透明性が劣る）。

 カラーベース塗装時よりスプレー
ガンを離して、色目感を確認し
ながらパターンを 2/3 ～ 3/4
重ねで、数回に分けて塗装する。

（塗重ねは指触乾燥を待ってから
行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.15～0.2 2～3.5 15～20

にごり塗装

※ カラーベースのボカシ際よりやや広めに薄く1～2 回塗
装しボカシ目を消す。

カラークリヤー
（ボカシ）

ボカシ際がでないようになじませながら外側から内側へ塗
り広げる方法でボカシ作業を行う。（通常の内側から外側で
もボカシは可能ですが、より滑らかにボカシ作業を行うた
めに有効です)。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で10分程度

※クリヤー塗装とクリヤーボカシはP4を参照して下さい。

メタリックベース 硬 化 剤 シンナー

100 3～10
+ + 90～120

100 90～130+

カラークリヤー シンナー

100 90～130+

カラークリヤー シンナー

+

希釈カラーベース

10～20
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5．メッキ調塗装系（P-110、46G）のブロック・ボカシ塗装標準仕様 （ボカシ塗装は■の部分を参照）

作業工程 作　業　内　容 エアー圧
（Mpa）

吐出量
（回転）

ガン距離
（㎝）

カラーベースの
捨て吹き

下地処理は特に細かい番手#1000以上を推奨します。粗
い番手の場合メタリックの緻密感(下地の影響でアルミの配
列が不足します）が悪くなり、色が再現しにくくなります。

P-110のメッキ調塗装の場合ガンの口径を小さくする（0.8
～1.0㎜）。

メッキ調の場合
0.08～0.10

46Gの場合
0.10 ～0.15

メッキ調の場合
2.0～2.5

46Gの場合
2.5～3.0

15～20

ボカシ塗装の
場合

場合によって、色決め部分からボカシ際までアルミコント
ロール剤を150%～200％希釈して塗装する。

（1） SVフィラーおよびSPフィラーのエッジ部分の拾い塗
り。

（2） パターンを3/4 重ねで薄く均一に塗装する。
　（ ※SPフィラー部分よりやや広めに、薄く均一に塗装す

る。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

（3） ゴミなどの不具合が発生した場合は、乾燥後に（空研ぎ）
♯1000以上のペーパーで研磨する。

カラーベースの
色決め

 パターンを3/4重ねで、ツヤがでるように隠蔽するまで均
一に塗装する。
　（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

●塗装のポイント
メッキ調塗装系はメタリックの緻密さがポイントで、通常
のメタリックよりもウェットで薄く塗重ねることが重要で
す。
各塗装の際十分にエアーブローしてシンナーを確実に飛ば
してください。また緻密さを維持するために戻りムラ防止
に硬化剤を入れることを推奨します。シンナー希釈率は
１５０％～200％にします。

メッキ調の場合
0.10～0.12

46Gの場合
0.12 ～0.18

メッキ調の場合
2.0～2.5

46Gの場合
3.0～3.5

15

ムラ取り
 色決め時よりスプレーガンを離して、半ツヤ程度にパター
ンを2/3～3/4重ねで、１～2 回塗装する。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

0.1～0.18 2.0～3.5 15～20
カラーベース
のボカシ・ム
ラ取り

色決めの時よりスプレーガンを離して、パターンを2/3～
3/4重ねで、半ツヤ程度に塗る。ボカシ際がでないように
なじませながら塗り拡げる。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる

セッティング
（1）常温乾燥（指触乾燥まで）
（2）目安は20℃で15分以上

※クリヤー塗装とクリヤーボカシはP4を参照して下さい（ただしクリヤーの捨て塗りを推奨します）。

100 5～10
+

カラーベース 硬 化 剤

150～200

+

シンナー
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赤味

緑味

正　面

Y-5

Y-3

Y-1

Y-4

Y-2

Y-6

スカシ

Y-4

Y-3

Y-5

Y-1

Y-2

Y-6

正　面

B-6

B-4

B-2

B-3

B-5

B-1

スカシ

B-6

B-1

B-5

B-4

B-2

B-3

赤味

黄味

青味

黄味

G-1

G-2

G-3

G-1

G-2

G-3

黒

グレー

K-1

K-3

K-2

K-4
黄味 赤味

赤紫味

赤黄味

正　面

R-4

R-6

R-13

R-5

R-11

R-15

R-7

R-3

R-9

R-12

R-14

R-8

R-2

R-16

R-1

R-10

スカシ

R-4

R-6

R-13

R-5

R-11

R-15

R-7

R-3

R-9

R-8

R-14

R-2

R-12

R-16

R-1

R-10

赤紫味

M-108

M-107

M-106

M-105
M-104
M-103
M-102

M-101

M-111

M-110
M-109

M-113

M-112

白い 黒い

大

小

メタリックの白さと大きさ（正面）

M-101

M-104
M-103
M-102

M-108

M-107

M-106

M-105

M-111

M-110
M-109

M-113

M-112

白い 黒い

大

小

メタリックの白さと大きさ（スカシ）

正　面 スカシ

ト
イ
ワ
ホ

シルバー
黄 P-1 P-4

赤 P-5 P-6 P-2 P-7 P-3 P-8 P-9

干

　
　
　
　
　

渉

ブルー
黄 P-11 P-10 P-34 P-39

緑 P-12

ターコイズ 淡赤 P-46

グリーン
黄緑 P-13

淡赤 P-14 P-15 P-43

オリーブ 紫 P-48

ゴールド グレー P-16 P-17 P-18 P-38

レッド 淡緑 P-19 P-25 P-42

バイオレット 淡緑 P-20 P-21 P-45

着

　
　
　
　
　

色

グリーン 赤茶 P-22

レッド P-23 P-24 P-36 P-41

レディシュ ブラウン P-40

ブラウン P-26 P-27 P-28 P-37

ゴールド P-29 P-30

大小

メタリックベース原色の特徴メタリックベース原色の特徴

S.COAT No.2015 ECO 原色の特徴S.COAT No.2015 ECO 原色の特徴

赤味

パールリキッドの特徴パールリキッドの特徴

エロー原色の特徴 （Yellow）ブルー・グリーン原色の特徴 （Blue） レッド原色の特徴 （Red）

黒原色の特徴 （Black）

M-108

M-107

M-118 M-113 M-111

M-106

M-110 M-104

M-112 M-115 M-109 M-105 M-103

M-102

M-117

M-101

M-108

M-107

M-111 M-113 M-118

M-106

M-104 M-110

M-103 M-105 M-109 M-115 M-112

M-102

M-117

M-101
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調 色 方 法 の ポイント
１．自動車塗料と自動車補修用塗料の違い
自動車ラインの塗料原色は数百種類あるといわれ、それに比べ補修用塗料の原色は100色（メーカーにより70色
～140色）程度と少なく、基本的に実車ボディーカラー全てをパーフェクトに調色することは困難であります。
また、自動車塗装ラインの塗装機や塗装工程もそれぞれライン（メーカー）によって異なっています。また、ボ
ディーカラーの部位（フェンダー下部とボンネットなど）によっても色は異なります。さらに、色焼け（耐候劣
化）により色も変色します。従ってボカシ作業により、調色の精度をどの程度にするか、あらかじめ設定すること
が調色時間の短縮につながります。

◆自動車ライン塗装と補修用塗装との違い

自動車ライン用塗料 補修用塗料

原 色 数 数百種類 100種類前後（メーカーで異なる）

塗 装 条 件 塗装ラインによって違う 統一することは可能

塗 料 の 乾 燥 140℃焼き付け 常乾～60℃乾燥

撹 拌 お よ び 保 管 撹拌とサーキュレーション 手動およびミキシング撹拌

塗 装 設 備 静電ベル塗装 エアーガン

塗 装 回 数 ベース２回　　クリヤー１回 ベース４回　クリヤー２回

２．調色の精度（A：スカシと正面の色がほぼ一致　B：スカシが一致　C：色の傾向が一致）

作業の難易度 調色
精度

隣接パネル　　　
までの距離（㎝） 調色およびボカシ作業の方法

C ボカシ作業が
十分できる 低 40以上 カラーウインドウの範囲なら十分にボカシ作業ができま

す。

B ボカシ作業が可能 中 10～40 ボカシ作業が十分慣れた場合、カラーウインドウの範囲な
らぼかすことも可能です。

A ボカシ作業が
全くできない 高 10以下 調色作業に十分時間をかけてください。隣接パネルおよび

プレスラインでのボカシ作業を検討してください。

S.COAT No. 2015 ECO0ベースは従来のベースコートよりボカシやすくなっていますので、調色の精度を塗装する箇
所に応じて臨機応変に変更してください。調色した色とボディーカラーの色の差の許容範囲をあらかじめ決めてくださ
い。これにより、調色作業の時間を短縮できます。

３．代表色のボカシ（隣接パネルまでの必要な距離の把握）

隣接パネルまでの距離（㎝）

難易度　A 難易度　B 難易度　C

シ ル バ ー 淡 彩 ㎝ ㎝ ㎝

シ ル バ ー 濃 彩 ㎝ ㎝ ㎝

レ ッ ド パ ー ル ㎝ ㎝ ㎝

３ コ ー ト パ ー ル ㎝ ㎝ ㎝

ブ ル ー メ タ リ ッ ク ㎝ ㎝ ㎝

それぞれの代表色でボカシ可能な色相の許容範囲を塗装作業者があらかじめ決めることが大事。調色精度を考慮すれば調
色作業の時間が短縮できます。上記調色の精度がどれぐらいの範囲でボカシ作業ができるか、その距離等を塗装担当者が
把握することが重要です。
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４．調色の手順

1 実車カラーNo．の確認 メーカーおよびカラー番号を確認します。

2 カラーウインドウに近い色の選定 正面およびスカシの近い色を選びます。

3 調色の精度を決める 調色の精度をＡ、Ｂ、Ｃ（前ページ２、３参照）のいずれにするか決める。

4 配合による計量調色（100ｇ程度） 少量で塗料を作成し、試験板に塗装します。

5 実車カラーと比色 正面およびスカシの色の確認をします。

6 光源による色の差の確認 直射日光、蛍光灯など複数の高原で色の確認をする。

7 微調色による色の確認 微調色を行い、塗装するクリヤーを塗装し最終確認をする。

５．スカシの調整方法

方　　法 添 加 量（％） 色の変化の傾向

SC-1に添加 15％以下 正面が黒くスカシが白くなり、アルミ感が大きくなる

AL-1の添加 15％以下 正面がさえ、スカシが黒くなり、アルミ感が少し大きくなる

W-1の添加 2％以下 正面が少し黒くなり、スカシが白くなる　アルミ感は少し小さくなる

W-2の添加 2％以下 正面が少し黒くなり、スカシが黄白くなる。

６．調色の注意事項
１） ベースは塗装するクリヤーによって色が変わります。最終確認（カラーチェッカーとクリヤーでは色が異なり

ます）は必ず塗装するクリヤーで比色を行ってください。
２） 光源の種類例えば、直射日光、間接光、蛍光灯、水銀灯によって色が違って見えます。すべての光源での確認

が必要になります。
３） スカシを白くする方法は、スカシコントロール剤、ホワイト、マイクロホワイトを添加するとスカシが白くなります。
４） 比色の方法は目視による方法と色差計による方法があります。メタリックやパールなどは目視による方法が多

く、色差計の数値はデータ管理など数値化する時に使用されます。
５） 調色はなるべく少ない原色でおこなうことが大事です。原色数が増えると色が濁りますので注意が必要です。
６） 配合の順序は配合量の多い原色から加えてください。また、着色力の強い原色は最後にまわすことをお勧めし

ます。
７） 合わせる色が予測しない方向にずれた場合、これと反対の原色（補色）を加えてください（少し濁るので注意）。
８） 塗りたての色と乾いた色は変わります。また、クリヤーを塗装すると色が変わります。

７．ドライコート、セミウェットおよびウェットコート

ド　ラ　イ セミウェット ウェット

ガ　ン　距　離　㎝ 20～30 10～20 10～15

ガ　ン　口　径　㎜ 1.1 1.3 1.5

パ タ ー ン 全開 全開～1/4絞る 全開～1/2絞る

ガ ン ス ピ ー ド 早い 標準 遅い

シンナーの種類* 速乾、超速乾 標準 遅乾、超遅乾

シ ン ナ ー 量 多く 標準 少なく

エ　ア　ー　圧　Mpa 0.2以上 0.2～0.1 0.1以下

塗　り　重　ね １／２ ２／３～3／4 ３／４以上

吐　　出　　量 ２回転以下 ２～４回転 ４回転以上

*  20℃より気温が下がればウェット、気温が上がればドライになる。捨て吹きはセミウェット、色ぎめはセミウェット
からウェットで、ボカシはセミウェットから少しややドライで塗装されることをお勧めします。
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ベースコート一覧表
色系 コード カラー名称 正面の色あい スカシの色あい 原��色��特��性

ブラック

K‐1 ロイヤルブラック� ※ 黄味のグレー 濃く黒い 漆黒味の黒
K‐2 チンチングブラック� ※ 赤味のグレー やや濃く白い 赤味の黒
K‐3 ブラック やや青味のグレー 濃く黄白味 若干赤く、漆黒性に欠ける
K‐4 ブルーブラック 青味のグレー 青白い 青味の強い黒

レッド

R‐1 オレンジ 濁ったオレンジでメタル感少ない 黄味が強い オレンジ
R‐2 オキサイドレッド� ※ 濁った黄味の赤でメタル感少ない 赤味が強い 赤錆色
R‐3 マルーン 黄味で深みのある赤 やや濃くなり赤味が強まる 黄味で深みのあるマルーン
R‐4 レッドバイオレット 紫味のさえた赤 濃くなりやや赤味が強まる さえた紫味の赤
R‐5 レッド� ※ R-11�よりやや赤味の赤 やや濃くなる R-11�よりもやや赤味でとまりもよい
R‐6 マゼンタレッド 赤紫のさえた赤 やや濃くなる さえた赤紫味でうすめ色は赤味
R‐7 スペシャルレッド 深みのある赤 濃くなり黄味が強まる 深みのある赤,赤の調色で紫を出す
R‐8 レッドマルーン 黄味のさえた赤 濃くなる 黄味で深みのある赤
R‐9 スペシャルマルーン 黄味の赤 濃くなる 黄味で深みのあるマルーン
R‐10 オキサイドブラウン� ※ 赤味のゴールド色 やや濃くなり赤味増す さえたブラウンで透明性大
R‐11 ワインレッド さえた赤 やや濃くなる 青赤味の赤
R‐12 ブライトレッド 黄味のさえた赤でメタル感少ない 黄味が強くなる ソリッド色専用
R‐13 ディープレッドバイオレット 赤紫味のさえた赤 濃くなり赤味増す 深みのある紫味のさえた赤
R‐14 ルビンレッド R-7�よりさえた深みのある赤 濃くなり黄味が強い さえた深みのある赤でスカシは黄味
R‐15 ピュアレッド R-5�よりさえた青味の赤 濃くなる さえた青味の赤でスカシは深い
R‐16 ブライトオレンジ R-1�より赤味で深みがある 濃くなり黄味が増す 深みのあるさえたオレンジ

エロー

Y‐1 オキサイドエロー� ※ 赤味の濁った黄 緑味が増す 濁った黄でとまりが良い
Y‐2 ソリッドエロー 青味の黄 青味が増す 青味の黄,隠蔽力強い,ソリッド色用
Y‐3 ディープオレンジエロー 赤味の強い黄 やや緑味が増す レモンエロー
Y‐4 ゴールドオキサイドエロー やや赤味の黄 やや赤味の黄 やや赤味の黄で透明性大
Y‐5 オレンジエロー 赤味の強い黄 赤味が増す 赤味の黄,隠蔽力強い
Y‐6 レモンエロー 青味の黄 やや青味が増す さえた緑味の黄

グリーン
G‐1 グリーン� ※ 青味の緑 やや濃くなる 緑の標準
G‐2 グラスグリーン� ※ 黄味の緑 やや濃くなる 黄味でさえた緑
G‐3 オリーブグリーン さえた黄緑味の緑 緑味が増す 黄味に緑で透明性大

ブルー

B‐1 ブルー� ※ やや赤味の青 赤味が強くなる 赤味の青でスカシの青味が大
B‐2 オリエントブルー� ※ やや赤味の青 青味増す やや赤味の青でスカシはやや青味
B‐3 ロイヤルブルー やや黄味の青 やや濃くなる 黄味の青でスカシはさえた赤青味
B‐4 ピュアブルー� ※さえた青 濃くなる 赤味の最も少ない青
B‐5 コスモブルー 黄味の青 やや赤青味が増す 緑味の青でスカシは黄味が強い
B‐6 スレンブルー� ※さえた紫味の青 やや紫味が強まる 紫味の青

バイオレット V‐2 バイオレット� ※ 彩度の高い紫 やや濃くなる 彩度の高い紫

メタリック

M‐101 スタンダート�M��極細目 極細目で黒い 変化は少ない スタンダードタイプの極細目
M‐102 スタンダート�M��細目 細目でやや白い 変化は少ない スタンダードタイプの細目
M‐103 スタンダート�M��中目 中目でやや白い 変化は少ない スタンダードタイプの中目
M‐104 スタンダート�M��荒目 荒目でやや白い わずかに濃くなる スタンダードタイプの荒目
M‐105 スパーク�M��細目 光輝性のある白い細目 濃くなり粒子の輝きが出る スパークタイプの細目
M‐106 スパーク�M��中目 光輝性で金属感のある中目 やや濃くなる スパークタイプの中目
M‐107 スパーク�M��荒目 光輝性のある白い荒目 濃くなる スパークタイプの荒目
M‐108 スパーク�M��極荒目 光輝性で金属感のある極荒目やや濃くなる スパークタイプの極荒目
M‐109 スノーM��細目 白くて緻密な細目 濃くなる スノータイプの細目
M-110 スノーM��中目 白くて緻密な中目 濃くなり黒い スノータイプの中目
M‐111 スノーM��荒目 白くて緻密な荒目 濃くなり黒い スノータイプの荒目
M‐112 クリスタル�M��細目 白くて緻密な金属感がある細目 濃くなり黒い 金属感のある細目
M‐113 クリスタル�M��荒目 白くて緻密な金属感がある荒目 濃くなり黒い 金属感のある荒目
M‐114 ゴールドメタリック ゴールド やや濃く黒味が増す ゴールドメタリック荒目
M‐116 オレンジメタリック オレンジ系ゴールド やや濃く赤黒味が増す オレンジ系ゴールドメタリック荒目
M-117 ｽﾀｰｸﾘｽﾀﾙﾒﾀﾘｯｸM細目 白さが極めて強く緻密 濃くなり緻密で黒い 緻密な金属感のある細目
M-118 ｽﾀｰｸﾘｽﾀﾙﾒﾀﾘｯｸM荒目 白さが極めて強く緻密 濃くなり緻密で黒い 緻密な金属感のある荒目

ホワイト
W－１ ホワイト� ※ 白
W－２ マイクロホワイト 半透明でやや黄味の白 青白味 微粒子チタンでオパール色に輝く

その他
Z－1 グラファイト 濃いグレーで粒子感がない 変化は少ない グラファイト,ソフトな黒味で細目
Z－2 アイアンフレーク くすんだブラウンで金属感がある 濃くなる 板状酸化鉄、くすんだ金属感の赤

※ Fカラー14色（10％濃度） PRTR 特化則フリーで危険物表示は第４類第２石油類に該当。（＊P-110・ボカシレベリング剤標準の 2 種類のみ第４類第１石油類。）
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パールリキッド一覧表
色系 コード カラー名称 正面の色あい スカシの色あい 原��色��特��性

パ－ル
リキッド

P－1 スノーマイカ ホワイトでパール感強い グレー味のクリーム シルバータイプの細目
P－2 マイクロクリスタルマイカ ホワイトでパールが緻密で濁りが少ない 白い シルバータイプの細目,着色が少ない
P－3 ピュアマイカ ホワイトでパール感がやや強い 赤味のクリーム シルバータイプの中目,着色が少ない
P－4 ブライトマイカ ホワイトでパール感強い グレー味のクリーム シルバータイプの荒目
P－5 ファインマイカ ホワイトでパール感やや少ない グレ－味のホワイト シルバータイプの極細目
P－6 クォーツマイカ ホワイトでパール感がやや強い 白い シルバータイプの細目,着色が少ない
P－7 ネオマイカ ホワイトでパール感強い やや赤グレー味のクリーム シルバータイプの中目
P－8 ホワイトマイカ ホワイトでパール感強い やや赤グレー味のクリ－ム シルバータイプの荒目
P－9 クリスタルマイカ ホワイトでパール感が特に強い 白い シルバータイプの荒目,着色が少ない
P－10 干渉�スーパーブルー 青みの強いパール クリーム 干渉タイプの中目
P－11 干渉�ブルー 青に輝きパール感少ない クリーム 干渉タイプの青で中目
P－12 干渉�ファインブルー 赤味の青 淡い緑 干渉タイプの青で細目
P－13 干渉�ファイングリーン 緑でパール感やや少ない 淡い緑 干渉タイプの緑で中目
P－14 干渉�スーパーグリーン やや赤味の緑 赤味の緑 干渉タイプの緑で荒目
P－15 干渉�グリーン 緑の輝きでパール感強い 淡いピンク 干渉タイプの緑で荒目
P－16 干渉�ファインゴールド やや黄味のゴールドでパール感が少ない グレー 干渉タイプのゴールドで中目
P－17 干渉�スーパーゴールド やや青味のゴールド グレー 干渉タイプのゴールドで荒目
P－18 干渉�ゴールド ゴールドの輝きでパール感強い 淡い黄 干渉タイプのゴールドで極荒目
P－19 干渉�レッド 黄味の赤に輝きパール感少ない 淡い黄緑 干渉タイプの黄味の赤で細目
P－20 干渉�バイオレット 紫味の赤に輝きパール感少ない 淡い緑 干渉タイプの淡紫で中目
P－21 干渉�スーパーバイオレット P-20�より青みが強い クリーム 干渉タイプの紫で中目
P－22 着色�ブロンズレッド グリーンからブロンズ 赤味が増す 着色タイプの赤でフリップフロップが強い
P－23 着色�ファインレッド パール感の少ない赤 変化は少ない 着色タイプの赤で細目
P－24 着色�レッド 赤の輝きでパール感やや少ない 変化は少ない 着色タイプの赤で細目
P－25 着色�ピュアレッド パール感の強い赤 変化は少ない 着色タイプの赤で荒目
P－26 着色�ファインカッパー 赤味のブラウン 変化は少ない 着色タイプのブラウンで中目
P－27 着色�ブロンズ 赤味のブラウンで輝きが少ない 変化は少ない 着色タイプで赤味のブラウンで中目
P－28 着色�ブライトブロンズ ブロンズの輝きでパール感強い 変化は少ない 着色タイプのブロンズで荒目
P－29 着色�ファインブラス ゴールドでパール感やや少ない 変化は少ない 着色タイプのゴールドで細目
P－30 着色�ブライトゴールド 赤味のゴールド 赤味 着色タイプのゴールドで荒目
P－31 ネオクリストルマイカ P-9より白くパール感が強い 白い シルバータイプの荒目着色が極めて少ない
P－34 干渉�サファイアブルー 青味パール感が強く荒目 P-11�より赤く白い 干渉タイプの青で荒目スカシは赤く白い
P－36 着色�スーパーレッド P‐25�より青みが強い 変化は少ない 着色タイプの荒目
P－37 着色�クリスタルブラウン 輝きが強いさえた赤味のブラウン やや赤味が増す 着色タイプのブラウンでパール感が特に強い
P－38 干渉�クリスタルゴールド さえたゴールドでパール感が特に強い 淡いグレー 干渉タイプのゴールドで輝きが強い
P－39 干渉�クリスタルブルー 青に輝きでパール感が強い 薄いクリーム 干渉タイプのブルーで輝きが強い
P－40 着色�レッドブラウン 赤からブラウンに変化 黄味が増す 干渉着色タイプで変化が激しい
P－41 着色�クリスタルレッド パール感の強いさえた赤 変化は少ない 着色タイプの赤で荒目�彩度が高い
P－42 干渉�クリスタルレッド 輝きの強いさえた赤 淡い緑 干渉タイプのレッド�輝きが強い
P－43 干渉�クリスタルグリーン さえた輝きの強い緑 赤味の薄いクリーム 干渉タイプのグリーン
P－45 干渉�レッドグリーン 赤紫からシルバーで変化が激しい グリーン 干渉タイプで色の変化が激しい
P－46 干渉�クリスタルターコイズ ターコイズで輝きが強い 赤味の薄いクリーム 干渉タイプのターコイズ
P－48 干渉�グリーンバイオレット 荒目のグリーンで変化が激しい バイオレット 干渉タイプで色の変化が激しい

偏光

リキッド

P－102 偏光�グリーンゴールド 極荒目のゴールドで変化が激しい グリーン 偏光タイプ
P－103 偏光�グリーンパープル 極荒目のグリーンで変化が激しい パープル 偏光タイプ
P－104 偏光�レインボー 極荒目シルバーから七色に変化 グレー 偏光タイプ
P－105 偏光�レッドゴールド 極荒目のレッドから変化が激しい ゴールド 偏光タイプ
P－106 偏光�ブルーパープル 極荒目のブルーから変化が激しい パープル 偏光タイプ
P－107 偏光�ブルーレッド 極荒目のブルーから変化が激しい レッド 偏光タイプ
P－109 ホワイトグラス ガラスパールで光輝性が強い 薄いグレー 白く緻密なガラスフレーク
P－110 ミラクルメタリック クロム調のメッキ 黒い 緻密で金属感の強いメタリック
P－111 干渉�グリーンレッド 極荒目の黄味のグリーン レッド

コントロール
剤

AL－１ アルミコントロール メタリックの正面を荒くし深みが増す 濃くなる アルミの調整
AL－V アルミコントロールV － － カラークリヤー用ベース
AL－X アルミバランサー メタリックが白くなる 濃くなる アルミのムラ取り
SC－１ スカシコントロール メタリックの正面を荒くし黒くする アルミのスカシを白く アルミの調整
SL－X ソリッドバランサー ソリッド�1コート塗装で3％添加すると肌が良くなる エロー、青、赤、黒に使用

ボカシレべリング剤
標準 クリヤーおよびベースコートのボカシ剤 推奨の気温が10～20℃
遅乾 クリヤーおよびベースコートのボカシ剤 推奨の気温が20～35℃
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S.COAT  No.2016  SPパテ
高張力鋼板対応低収縮パテ

１．製品の特徴（第２類��引火性固体）
　１） 抜群の低収縮性を有し、高張力鋼板にも最適な作

業性をもちバランスが良好。
　２） 乾燥性、研削作業性に優れ、作業の短縮ができる。
　３） パテのブレンド（速乾と標準と遅乾）が自由にで

きる、季節の変わり目にきめ細かく対応できる。

２．SPパテの種類と特性
製　　品　　名 推奨気温

（℃）
乾　燥　条　件

常　温 強　制

厚付80
膜厚10ｍｍ

以下

速乾   5～15 25～40分 60℃×5分

標準 15～25 20～30分 60℃×5分

遅乾 25～35 15～25分 60℃×5分

中間120
膜厚５ｍｍ

以下

速乾   5～15 25～40分 60℃×5分

標準 15～25 20～30分 60℃×5分

遅乾 25～35 15～25分 60℃×5分

仕上180
膜厚３ｍｍ

以下

速乾   5～15 25～40分 60℃×5分

標準 15～25 25～35分 60℃×5分

遅乾 25～35 15～25分 60℃×5分

※５℃以下の場合、強制乾燥を行ってください。

３．使用方法と注意事項
　１） 均一にするため、主剤の撹拌および硬化剤のもみ

ほぐしを十分行ってから使用ください。
　２） 硬化剤は主剤に100に対して２～３％を正確に加

え充分混合してください。
　３） パテ付けは鋼板のペーパー目になじませるため、

薄くしごきつけてください。
　４） 乾燥は常温で行ってください。強制乾燥の場合、

指触乾燥後に５分程度行ってください。
　５） 研磨は乾燥を十分行い、空研ぎしてください。
　６） パテの有効期限は製造後3～６か月です。密閉し

て直射日光の当たらない所で保管してください。
　７） ＳＰフィラー，ＳＶフィラーとの組み合わせが抜

群で最強の下地システム。

１．シリコンオフ、ラッカーシンナー（荷姿 16ℓ）
商　品　名 適用温度（℃） 用　　途　　　備　考

ワックスカット 0～25 ワックス成分、油、界面活性剤および汚れの除去

ワックスカット　遅乾 20～35 同上、夏場に最適

ワックスカット　エコ 10～30 同上、トルエン、キシレン、エチルベンゼンフリー

ラッカー�No.100※ 0～25 洗浄用(再生）臭いの少ない再生シンナー

ラッカー�No.200※ 10～30 洗浄用、ラッカーシンナー（ラッカータイプのプラサフ）
※�洗浄性に優れ、臭いの少ないラッカーシンナーです。適用温度は目安ですので最終的には調整して使用願います。その他スパークカット（静電防止）

エコラッカーシンナーがあります。全て第４類第１石油類に分類されます。

S.COAT No.2000 シンナー各種

２．S. COAT No.2000 シンナー（荷姿 16ℓ）

シンナーの種類 危険物表示
第４類

作　業　温　度
５℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃

超 々 遅 乾 第２石油類

超 遅 乾 第２石油類

遅 乾 第２石油類

標 準 第２石油類

速 乾 第１石油類

超 速 乾 第１石油類

超 々 速 乾 第１石油類
40℃以上ではリターダ(荷姿4ℓ)を添加してください。� クリヤー、SPフィラー、SVフィラー、ベース、キャンディカラーの共通シンナー

パネル３枚～４枚
パネル１枚～２枚
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Ｓ.COAT No.2015 ECO

１．製品の特徴（PRTR特化則フリー�第４類第２石油類）
　１）レベリング性、研磨性、肉持感および乾燥性に優れ、上塗り仕上がりが良好。
　２）タレとワキのバランスが良好で厚塗りができる（250μのパテサフ仕様も可能）。
　３）カラーはグレー、黒、白の3色でブレンドにより自由に明度調整ができる。
　４）低コストで、硬化剤はS.COAT No.2015 ECOを使用することができる。
　５）S.COAT No.2015 ECO原色を20％程度混合することができる。
　　　（カラーサーフェーサー）
　６）色見本ではオキサイドエロー(Y-1）オキサイドレッド（R-2）20%添加したもので
　　　すが、他にブルー・グリーン等を20%程度混合可能です。

２．塗装仕様（カラー：グレー、黒、白の3色）

SPフィラー
SVフィラー

硬化剤
シンナー

可使時間
SP SV 10℃ 20℃ 30℃

標準仕様 40～100μ 100 10 20 20～30 60分 40分 20分
厚塗使用 100～250μ 100 10 20 10～20 40分 20分 10分
ガンの口径：1.3ｍｍ(パテサフ仕様2.0ｍｍ)。エアー圧：1.5～2.5Kg/cm2。膜厚：40～250μ。
シンナーはS.COAT No.2015 ECO シンナーで希釈してください。パテの巣穴、ペーパー目は最初に約40％希釈でパテ等の素地に
ならし塗りした後、塗装することをお勧めします。SPフィラー（SVフィラー）のエッジ部分はベースコート（特に１液ベース）のシンナー
により若干再溶解しますので十分に乾燥させるか、ベースコートで拾い塗りすることをお勧めします。これにより、上塗りのエッジ部
分の仕上り低下や色の変化がなくなります。
カラーはグレー、黒、白がありそれぞれ自由にブレンドして明度調整ができます。カラーによる塗装仕様の差はほとんどありません。
S.COAT�No.2015�ECOベース塗装時の研磨は＃800のペーパーで処理して下さい。

●乾燥条件
乾燥条件 10℃ 20℃ 30℃ 60℃

フィラー膜厚 80μ 150μ 80μ 150μ 80μ 150μ 80μ 150μ
指触乾燥時間 10分 15分 7分 10分 5分 7分 ―
研ぎ可能時間 2時間 3時間 1時間 2時間 40分 90分 15分 20分
上塗可能時間 4時間 8時間 3時間 4時間 2時間 3時間 15分 20分

耐久性および物性をより確実にするため60℃での乾燥をお勧めいたします（特に厚塗仕様の場合）。

３．使用時の注意事項
　１）SPフィラー（SVフィラー）は、使用前によく撹拌し全体を均一にしてください。
　２） 増粘した塗料を使用すると、肌荒れ、密着不良のトラブルになるので、硬化剤を混合した塗料は可使時間以内に

速やかに使用してください。
　３）上塗りの密着性を確実にするため足付を十分に行ってください。
　４）足付の後には、シリコンオフ等で必ず脱脂を行ってください。
　５）バンパー塗装は、軟化剤をPP素材には１～３％、ウレタン素材には3～5％混合する。

驚異的な作業性をもつ高外観 2 液型プラサフ

SPフィラー （10：1）
SVフィラー （ 5：1）

カラーサーフェーサー色見本例
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１．クリヤーの種類と特徴（NO.2015�ECOはPRTR 特化則フリー��第４類第２石油類）

製品名 危険物表示
第４類 タイプ

混合比率
(重量比)

シンナー希釈率
（％）

使用温度
(℃)

特　　　　　徴

2015�HX 第２石油類 速　乾
10：1

5～15 0～25 PRTR特化則対応の10：1クリヤー。速乾でみがき性
が良好。TXクリヤーとのブレンドが可能。

2015�TX 第２石油類 高外観 5～15 20～35 PRTR特化則対応の10：1クリヤーで、肌のびがよ
く、夏場に最適。

2015�CSV 第２石油類 速　乾
5：1

0～15 0～25 コストパフォーマンスに優れ、作業性を重視した5：1
クリヤー。希釈無しでも使用可能。

2015�CTV 第２石油類 高外観 0～15 15～35 コストパフォーマンスに優れ、仕上がり肌を重視した
5：1クリヤー。20℃以上で高い塗装パフォーマンス。

2000�S 第１石油類 超速乾
(濃縮)

4：1

30～60 0～20 濃縮タイプで、冬場や寒冷地での塗装に最適。夏場のパ
ネル塗装も可能。業界No.1の超速乾クリヤー。

2000�H 第２石油類 速　乾
(濃縮) 25～55 5～30 濃縮タイプで、速乾クリヤーの定番。シンナー希釈が多

く塗装温度範囲が広い。

2000�T 第２石油類 高外観
(濃縮) 20～50 15～35 濃縮タイプで、高外観クリヤーの定番。シンナー希釈が

多く塗装温度範囲が広い。大型車の塗装に最適。

2000�HN 第２石油類 速　乾 0～15 10～30 他社4：1クリヤーに比べ外観がよく、作業性に優れる
速乾タイプ。TNとのブレンドも可能。

2000�TN 第２石油類 高外観 0～15 15～35 他社4：1クリヤーに比べ外観がよく、作業性に優れる
高外観クリヤー。HNとのブレンドも可能。

2015�FSⅢ 第２石油類 超速乾

3：1

10～25 0～20 3:1クリヤーの超速乾タイプ。冬場や寒冷地での塗装に最
適。夏場のパネル塗装も可能。

2015�FHⅢ 第２石油類 高外観
(速乾) 10～25 5～25 HNの外観を向上させたタイプ。仕上り性、乾燥性、みがき

作業性に優れ、業界No.1のコストパフォーマンス。

2015�FTⅢ 第２石油類 超高外観 15～30 10～35 TNの外観を向上させたタイプ。仕上り性、塗肌、みが
き作業性に優れる。業界No.1クリヤー。

2015�GH 第２石油類 超高外観
耐スリ･速乾

2：1
20～35 10～25 速乾性をもつ、超高外観クリヤー。仕上がり、作業性が

抜群。耐スリキズクリヤーの特徴も併せ持つ最高級品。

2015�GT 第２石油類 超高外観
耐スリ 15～30 20～35 肌のびが良く夏場に最適。耐スリキズ性クリヤーでGH

クリヤーとのブレンドも可能。

＊ ボカシ作業は本カタログP4を参照してください。調合後、すばやく塗装をして下さい（ツヤ，肌がきれいになりま
す）。30℃以上の気温では可使時間が1時間未満となります。硬化剤は共通硬化剤です。
　S.COAT�No.2000は従来タイプ。

２．クリヤーの付属商品（PRTR 特化則フリー�第４類第２石油類）

●クリヤーの乾燥時間（再補修は60℃で60分間強制乾燥を行ってください）
GT、FTⅢ、TN、Ｔ、TX、ＣＴＶ GH、FHⅢ、H、HN、HX、CSV S、FSⅢ

10℃ 20℃ 30℃ 60℃ 10℃ 20℃ 30℃ 60℃ 10℃ 20℃ 30℃ 60℃

指触乾燥 15分 10分 5分 ― 10分 7分 5分 ― 7分 5分 3分 ―

研磨可能 48時間 16時間 8時間 30分 8時間 5時間 3時間 15分 5時間 3時間 2時間 5～10分

●硬化促進剤……… 3 ～ 5％の添加で硬化促進が可能で、仕上がり性
の低下が少ない経済的商品です。

●ツヤ消し剤Ⅱ……ツヤムラになりにくく、ツヤ消し効果が大きい。
　　　　　　　　　（ ツヤは塗装方法で異り、試し塗りの実施をお願

いします。）
●軟化剤…………… 少量の添加では軟化が可能な経済的商品で、磨き

性・乾燥時間の変化が少ない。
　　　　　　　　　（主材に対してPPは３％、ウレタンは５％添加）
●はじき防止剤…… 少量の添加ではじき防止効果がある。主剤に対し

て３％以下でご使用下さい。

S.COAT No.2000 クリヤー
No.2015 ECO クリヤー
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●ツヤ消し剤の使用方法

商品名
混合比率（重量比率） ツヤ消し剤の添加率（重量比率）

クリヤー 硬化剤 半ツヤ 3分ツヤ 全ツヤ消し

S・Ｈ・T 100 25 30± 5 55± 5 75± 5

HN・TN・HX・TX・CTV・CSV 100 25 30± 5 40± 5 60± 5

ＦＨⅢ・ＦＴⅢ・FSⅢ 100 33 40± 5 55± 5 70± 5

ＧＨ・GT 100 50 40± 5 65± 5 85± 5

３．季節によるクリヤーと硬化剤の使い方　塗装の動画をYouTubeで公開しています
１）作業性重視で速乾性の作業を希望の場合（例1～例7）

製　品　名
適正温度範囲 (℃ )

備　　　　　　　　考
硬化剤速乾 硬化剤標準 硬化剤遅乾

例１ Ｓ 0～ 15 5～ 25 15～ 35 温度が５℃以下で最適。真夏は超遅乾硬化剤使用。
例２ Ｈ 0～ 15 5～ 25 20～ 35 シンナー硬化剤で仕上がり性を調整
例３ ＨＮ 5～ 15 10～ 30 20～ 35 冬場には硬化促進剤を利用してください。
例４ ＦＨⅢ 5～ 15 10～ 30 20～ 35 シンナー硬化剤で仕上がり性を調整
例５ FSⅢ 0～ 15 10～ 25 20～ 35 冬場に最適な3:1 クリヤーです。
例６ CSV 5～ 15 10～ 30 20～ 35

冬場には硬化促進剤を利用してください。
例７ HX 5～ 15 10～ 30 20～ 25

２）冬場は作業性を夏場は仕上がり性を希望される場合（例８）

製　品　名
適正温度範囲 (℃ )

備　　　　　　　　考
硬化剤速乾 硬化剤標準 硬化剤遅乾

冬 ＨＮ 5～ 15 10～ 15 ― ５℃以下では硬化促進剤の利用も検討下さい。
春・秋 ＨＮ/ＴＮ ― 15～25 ― ＨＮ /ＴＮの併用あるいは混合で使用下さい。
夏 ＴＮ ― 20～30 25～ 40 夏場は遅いシンナーを利用下さい。

※ HN（ＨX）およびTN（ＴX）クリヤーの併用あるいはブレンド(混合)で季節に合わせた使用方法を行ってください。多くのボ
ディーショップで利用いただける一般的な使用方法です。

３）高外観で冬場の作業性・夏場は仕上がり性を希望される場合（例９）

製　品　名
適正温度範囲 (℃ )

備　　　　　　　　考
硬化剤速乾 硬化剤標準 硬化剤遅乾

冬 FSⅢ 0～ 15 10～ 25 ― ―
春・秋 FSⅢ/FTⅢ ― 15～25 ― FSⅢ /FTⅢの併用あるいは混合で使用下さい。
夏 FTⅢ ― 20～30 25～ 40 夏場は遅いシンナーを利用下さい。

４）仕上がり性を重視したいあるいは大型車の塗装を希望される場合（例10、11）

製　品　名
適正温度範囲 (℃ )

備　　　　　　　　考
硬化剤速乾 硬化剤標準 硬化剤遅乾

例10 Ｔ 5～ 15 15～ 25 25～ 40 シンナー硬化剤で仕上りを調整
例11 TN､FTⅢ 10～ 15 15～ 30 25～ 40 シンナー硬化剤で仕上りを調整

※ 冬場は硬化促進剤の利用も検討ください。仕上がり性を重視されるボディーショップで有効な使用方法です。全塗装およびバス、ト
ラック等の大型車の塗装に最適です。

５）高級車の耐スリ傷性クリヤー塗装を希望される場合（例12、13）

製　品　名
適正温度範囲 (℃ )

備　　　　　　　　考
硬化剤速乾 硬化剤標準 硬化剤遅乾

例12 GT 10～ 15 15～ 30 25～ 40 シンナーおよび硬化剤で仕上りを調整してくださ
い。冬場は硬化促進剤も利用下さい。例13 GH   0 ～ 15 10～ 25 20～ 35

※高級車、濃色の擦傷性（耐スリ傷性）が要求される場合の塗装に最適です。
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S. COAT No.2015 ECO 硬化剤(共通硬化剤)

１．製品の特徴
　1）環境対応と危険物表示

PRTR 特化則フリーのエコ商品です。第４類第１
石油類と第２石油類に該当します。

　2）完全共通硬化剤
S. COAT No.2000 クリヤー、No.2015 ECO ク
リヤー、S. COAT No.2015 ECO ベースコート、S. 
COAT No.2015 ECO SP フィラ ー、S. COAT 
No.2015 ECO SV フィラー等の全ての塗料に使用
できます。業界初の完全共通硬化剤。

　3）他社製品との実績
他社クリヤーとサフェーサーなどに実績があります。

２．硬化剤の気温による選択基準

製品名 硬化剤名 塗装温度（℃）
5 15 25 35

S.COAT
No.2015 ECO
ベースコート

速　乾 ○ ○ △ ×
標　準 ○ ○ △ △
遅　乾 × ○ ○ ○

Ｓクリヤー
FS Ⅲ

速　乾 ○ △ × ×
標　準 ○ △ × ×
遅　乾 △ ○ △ ×
超遅乾 △ ○ △ △

ＨＸクリヤー
Ｈクリヤー

ＨＮクリヤー
CSV クリヤー

速　乾 ○ △ × ×
標　準 ○ ○ △ ×
遅　乾 △ ○ ○ △
超遅乾 × △ ○ ○

ＴＸクリヤー
Ｔクリヤー

ＴＮクリヤー
CTV クリヤー

速　乾 ○ ○ ○ △
標　準 △ ○ ○ ○
遅　乾 × △ ○ ○
超遅乾 × × ○ ○

FH Ⅲクリヤー

速　乾 ○ ○ △ ×
標　準 △ ○ ○ △
遅　乾 × △ ○ ○
超遅乾 × △ ○ ○

FT Ⅲクリヤー

速　乾 ○ ○ △ △
標　準 △ ○ ○ △
遅　乾 △ ○ ○ ○
超遅乾 △ ○ ○ ○

GT クリヤー

速　乾 △ △ ○ △
標　準 △ ○ ○ ○
遅　乾 × △ ○ ○
超遅乾 × △ ○ ○

GH クリヤー

速　乾 ○ ○ × ×
標　準 ○ ○ ○ △
遅　乾 △ △ ○ △
超遅乾 × △ ○ ○

SP フィラー
SV フィラー

速乾 ○ ○ △ ×
標準 ○ ○ △ △
遅乾 × ○ ○ △

危険物表示 荷姿
硬化剤  速　乾 第４類第１石油類 3.8Kg
硬化剤  標　準 第４類第2石油類 3.8Kg
硬化剤  遅　乾 第４類第２石油類 3.8Kg
硬化剤  超遅乾 第４類第２石油類 3.8Kg

S.COAT�No.2015�ECO�硬化剤の種類
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S.COAT No.2014　キャンディーカラー

１．製品の特長（第４類第２石油類）
　１）高度な顔料分散技術を駆使した彩度の高い色合い。
　２）顔料タイプで耐候性がよく変色や色落ちが極めて少ない。
　３） 耐候性が良いので、ヘッドライト等のスモーク塗装ができ、

変色や退色が少ない。
　４） 全てのエスコートクリヤーに対し使用が可能（速乾タイプは

冬場のみ可能)。
　５） カラーバリエーションは15色（CR-6・CR-7 は新色)。
　６） キャンディーカラーどうし（色相の近いカラー）の混合もで

きる。

２．キャンディカラーバリエーション
コード 品　　名 色　の　特　長 混合可能色
CR-1 ピュアレッド 黄みの冴えたレッド レッド系、ディープオレンジ

CR-2 ディープレッド 深みのある冴えたレッド レッド系、ディープオレンジ

CR-3 スペシャルレッド 深みのあるピンクレッド レッド系、ディープオレンジ

CR-4 ディープマルーン 深みのある黄みのマル―ン レッド系、ディープオレンジ、レッドバイオレット

CR-5 ディープオレンジ 深みのある赤みのオレンジ レッド系、エロー系

CR-6 ディープブラウン 黄みの冴えたブラウン レッド系、ディープオレンジ

CR-7 ピュアマルーン 冴えた赤みのマルーン レッド系、ディープオレンジ

CY-1 ディープエロー 赤みのあるさえたエロー ディープオレンジ、ピュアグリーン

CY-2 ピュアエロー 青みの強いレモンエロー ディープオレンジ、グリーン

CG-1 ピュアグリーン 深みのある青みのグリーン エロー系、ブルー系

CB-1 ディープブルー 深みのある黄みのブルー ピュアグリーン、ディープバイオレット

CB-2 ピュアブルー 深みのある赤みのブルー ピュアグリーン、ディープバイオレット

CV-1 レッドバイオレット 赤みの冴えたバイオレット ディープバイオレット、レッド系

CV-2 ディープバイオレット 深みのあるバイオレット レッドバイオレット、ブルー系

CK-1 ロイヤルブラック 漆黒性のある黄みのブラック ブルー系、ピュアグリーン、バイオレット系

３．配合

キャンディーカラー クリヤー 硬化剤 シンナー量

キャンディ仕様 20～30 100
規定量 クリヤーとキャンディーカラーの合計に対して

規定量スモーク仕様 0.3～１ 100
キャンディーカラーは硬化剤と反応しませんのでクリヤーには規定量の硬化剤を入れてください（例えば４対１，３対１，２対１な
ど）。また、シンナーはクリヤーとキャンディーカラーの合計量に対して規定量を混合するのが目安になります。スモーク塗装はヘッ
ドライト等に薄く塗る場合の塗装条件です。

４．塗装仕様
行　　　　　程 方　　　　　　法

ベースメタリック（ベース色塗装） 粗めのメタリック、ラメおよびガラスパールなど
セッティングは十分とること

キャンディーカラー３回～６回 色ムラがなくなるまで塗装。速乾タイプのクリヤーは冬場の気温10℃以下で
使用する

クリヤー塗装 キャンディーカラーを十分乾燥させ、2000番程度であし付けを行った後ク
リヤーを２～3回塗装
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スマートポリッシュ(水性コンパウンド）

スーパーカット
○ 切削性に優れ。#800～#1500程度の傷の除去。
○細目の切削性を向上させたタイプ。
○推奨使用バフはウールバフを使用
　後工程は、細目あるいは極細目を使用する。

細　　目
○ 切削性に優れ短時間で作業ができ、研磨目が均一
○ #1200～#2000程度の傷の除去、肌調整用に優れる。
○推奨使用バフはウールバフ
　 必要に応じて、望む仕上がりになるまで繰り返して下さい。

極 細 目
○ 細目コンパウンドの後工程に最適です。
○ #1500～#3000のスクラッチ傷の除去に優れたコン

パウンドです。
○ 推奨使用バフはウールバフ（軟らかめ）、又はスポンジバ

フ（中目～細目）

超微粒子
○ バフ目の除去性能に優れ、極細目コンパウンドの後工程

に最適で,非常に優れた艶が得られます。
○推奨使用バフはスポンジバフ（細目）
　 必要に応じて、望む仕上がりになるまで繰り返して下さい。

最適ポリッシャー回転数：φ180 1200～1800rpm、φ80 2500～3000rpm

●使用方法
　1）  使用する前によく振ってください。前工程のコンパウンドを拭き取る。
　2）  塗装面にぶつ・たれ等がある場合は、サンドペーパーで取り除く。
　3）  適量のコンパウンド（約45㎝四方の塗装面に対して、小さじ１杯程度の割合）

をバフ（または塗装面）にとり、よく塗り広げてください。

１．ドアなど、側面の塗装に最適な設計にしました。
　１） No.2010は一般的なガンに比べ15度程度角度を持たせ、正面から下面への塗装が楽に行えるようにしまし

た。また、No.2012は通常のガンの角度としました。
　２） 空気ニップルにも角度を持たせ、下面の塗装時に邪魔にならず、エヤーホース着装状態でも安定的に固定で

きるようにしました。
２．エアー穴を二重構造にし、塗料の微粒化を向上させました。
３．�塗料調整ツマミ（回転数）と塗料の噴出量が比例するように設計しました。
４．本体、塗料ニップル、塗料ノズルの接続部に塗料の滞留が出にくい設計にしました。
５．耐久性を重視した素材を採用しました。
　　主要回路はSUS、ネジ部は真鍮、パッキンはテフロンを採用した。

●ガン本体の仕様明細（No.2010、No.2012共通）
ノズル口径

mm
吹付空気圧

Mpa
使用空気圧
L ／ min

吹付距離
mm

吹付量
mℓ／ min

パターン
mm

塗料
ニップル

重量
（ｇ）

１．１ 0.1 110
150

80 170
G1/4 320１．３

0.2 150
140 215

１．５ 155 255

S.COAT  №2010・№2012　スプレーガン 

No.2010�スプレーガン
※カップは別売となります。

No.2012�スプレーガンSD（スタンダード）
※カップは別売となります。

●カップ仕様明細

形式 材質 取付ネジ 容量 重量
（ｇ）

FA
SUS

G1/4
250 170

FB 400 210
FC アルミ 600 200
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エスコート マスキングテープ
●マスキングテープの特徴
　柔軟性と適度な強靭性を併せ持つバランスのとれた特殊
和紙機材を採用し、微妙なカーブやシャープな直線に追従
します。糊残りのしにくい設計仕様にしてあり、現代の塗
装作業に必要な機能を集約したテープです。コストパフォー
マンスは業界No.1。

■エスコートマスキングテープ製品一覧
品　　番 サ　イ　ズ 小　　箱（ロール） 大　　箱（ロール）

マスキングテープ　12㎜ 12㎜×18m 100ロール入 1000ロール入

マスキングテープ　15㎜ 15㎜×18m 80ロール入 800ロール入

マスキングテープ　18㎜ 18㎜×18m 70ロール入 700ロール入

マスキングテープ　20㎜ 20㎜×18m 60ロール入 600ロール入

マスキングテープ　24㎜ 24㎜×18m 50ロール入 500ロール入

マスキングテープ　30㎜ 30㎜×18m 40ロール入 400ロール入

マスキングテープ　40㎜ 40㎜×18m 30ロール入 300ロール入

マスキングテープ　50㎜ 50㎜×18m 20ロール入 200ロール入

　●使用上の注意
　・品質低下を避ける為、直射日光・高温・水漏れを避け室内保管してください。
　・人体には貼らないでください。電気絶縁用に使用しないでください。
　・マスキング以外の用途には使用しないでください。

エスコート ペーパーディスク
●製品の特徴
・最高級の酸化アルミニウム研磨剤の適用　・塗装研磨の時、粉塵の目詰まりが少ない。
・柔軟な紙基材の使用　・業界No.1の低コストで抜群のコストパフォーマンス。

■エスコートペーパーディスク　製品一覧表　
タ イ プ 125㎜ペーパーディスク 15mロール

穴　　数 0H 6H ―

P－60 ○ ○ ○

P－80 ○ ○ ○

P－120 ○ ○ ○

P－180 ○ ○ ○

P－240 ○ ○ ○

P－320 ○ ○ ○

P－400 ○ ○ ○
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■アジテーターカバー

特　　性
１．攪拌作業がワンタッチで可能。（15分間の自動設定）
２．原色管理が容易で作業効率アップ。
３． エスコート№2010・№2015 ECO 全原色を収納

可能。
４．脱着が容易なので手間いらず。

仕　様 220仕様 150仕様
横　幅 2302 ㎜ 1602㎜
奥　行 530 ㎜ 530㎜
高　さ 2080 ㎜ 2080㎜
重　量 185kg 150kg
0.9ℓ缶 72 缶 48 缶
3.5ℓ缶 24 缶 16 缶
電　源 100V（15A以上） 100V（15A以上）

消費電力 0.75kw 0.75kw

エスコート№2010 ・ №2015 ECO のカラーベース、
SPフィラー、SVフィラー缶に取り付けができます。

●アジテータカバーの種類

型　式
容　量

備　考
0.9ℓ 3.5ℓ

ツノタイプ ○ ○ エスコート用、 他社用

ツノタイプ（ワイド） － ○ 他社用

ギアタイプ ○ ○ 他社用

【220仕様】

S.COAT  220　ミキシングマシーン

S.COAT No.2010 計量器HSS-6000
●特徴
１．調色計量器として必要最小限の機能を低価格で実現した。
２．見やすいデジタルパネルを採用した。
３．音叉振動式を採用した。
４．１年間保証期間つき。
５．場所をとらないコンパクト設計
６．0.1g/0.02g切替キーにより0.02g単位での計量が可能。

●仕様
外形寸法 270×320×500mm

ひょう量／目量 ひょう量：6,000g、目量：0.1g/0.02g

使用電源電圧 ACアダプター方式・DC9V

ツノタイプ ギアタイプ

（保証期間：5年）

（保証期間：1年）
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自動車補修塗料販売の常識を打ち破る
●ボディーショップとカーオーナー様への新しい付加価値の提供
　 エスコートではボディーショップ様に省エネ、使用塗料の低減および大幅な作業性の向上によりコストダウン可

能な商品を提供しています。業界初の完全共通硬化剤（自動車補修塗料業界のスタンダードになりました）をは
じめ、従来では実現が難しかったハイソリッドで溶剤の排出量が少ない塗料を使用し、ドア１枚の軽補修が「1
時間」程度で完結できるクイック塗装システムを構築しました。１度の御来店で補修作業が完了するためカーオー
ナー様にも喜ばれております。

　 今後もボディーショップ様とコラボレーションをしながら、カーオーナー様に新しい付加価値（例えば「短時間
でできる全塗装」など）を提供できるよう、自動車補修用塗料のベンチャー企業としてチャレンジし続けてまい
ります。

●日本の中古車市場活性化の後押し（アフターマーケット市場の活性化）
　 日本の中古車市場は規模が小さく、人口当たりで諸外国の半分以下になっています。その結果、海外へ輸出され

る中古車は毎年 140 万台前後になり、年間の乗用車販売台数（軽自動車、大型車を除く…海外の規格に合致せず、
輸出は困難）約 300 万台の半数近い台数が中古車として輸出されています。

　 日本車の品質の良さ、道路事情が良好（舗装率の高さなど）であることおよび車検制度等から、海外からの人気
は非常に高く、輸出後に海外で 20 年前後大切にメンテナンスされながら使用されています。

　 近年、新車の価格はかなり高くなっていることなどから若者の車離れを加速させているようにも思えます。日本
では、自動車の車齢が高くなっていると言われているが、欧米に比較するとまだ短く、走行距離も少ない。

　 特に自動車一台をスクラップし、新車一台を生産する時に膨大な CO2 が排出されるため、高齢車から新車を早
期に乗り換えることは必ずしも ECO とは言い切れない。日本は“もったいない”という文化を持っているのに、
自動車に関してはまだまだその文化が浸透しきれていない。

　 以上から、若者に日本の中古車の品質や環境のことをを認知していただき（10 年落ち以上でも人気がある）中
古車をもっと購入してもらい、この中古車市場を拡大させ、アフターマーケット市場の縮小抑制できるよう啓蒙
していきたいと考えています。また、カーオーナー様にできるだけ長く車に乗っていただけるよう定期的にメン
テナンス（塗装と修理）していただくことをネット上でアナウンスしようと考えております。

１．創　　業　　1999年2月4日
２．事業内容　　自動車補修用塗料の製造販売および関連商品の販売
３．資 本 金　　4,000万円
４．沿　　革　　1999年  2月　株式会社エスコート設立　自動車補修用塗料の開発開始
　　　　　　　　2000年10月　自動車補修用塗料販売開始　資本金2,500万円に増資
　　　　　　　　2001年  ５月　販売代理店による販売開始
　　　　　　　　2006年12月　全国20都道府県で代理店販売
　　　　　　　　2009年12月　販売数量300 ton/年　突破
　　　　　　　　2010年10月　S.COAT　No.2010ベースコート本格販売　実車塗装台数400万台突破
　　　　　　　　2011年12月　販売数量500 ton/年　突破　全国40都道府県で代理店販売
　　　　　　　　2013年12月　資本金4,000万円に増資　実車塗装台数800万台突破
　　　　　　　　2014年  2月　全国47都道府県販売代理店契約完了
　　　　　　　　　　　 10月　 本社を兵庫県神戸市西区見津が丘1丁目2-9（神戸市西区複合産業団地）に移転
　　　　　　　　2015年12月　販売数量1,000 ton/年　突破見込　数量シェア自動車補修用塗料業界第５位へ
　　　　　　　　2016年12月　S.COAT No.2015 ECOベース販売開始　実車塗装台数1200万台
　　　　　　　　2017年  3月　カリフォルニア州で塗料販売開始
　　　　　　　　2018年  7月　ニューヨーク州、ニュージャージ州で塗料販売開始
　　　　　　　　2020年  3月　販売代理店120社　実車塗装台数1800万台
５．導入実績　　全国47都道府県クリヤー約5000社のBP導入、ベースコート約1000社のBP導入

会社概要と沿革

● S.COAT No.2015 ECO ベースアイテムセットキャンペーン
原色56缶（3.5L×12缶　0.9L×44缶）、パール42本（300cc）、Fカラーなど15本（300cc）
の合計113色、アジテータカバー56組およびカラーウインドウ39冊（4200色カラーチップ）
等のセットをお得なキャンペーン価格で販売しております。



株式会社　エスコート
本　　　　社　〒651-2228 神戸市西区見津が丘1丁目2 - 9
　　　　　　　TEL 0 7 8 - 2 0 1 - 5 3 1 6　FAX 0 7 8 - 2 0 1 - 7 4 3 3
研究センター　〒651-2228 神戸市西区見津が丘1丁目2 - 9
　　　　　　　TEL 0 7 8 - 2 0 2 - 9 0 7 4　FAX 0 7 8 - 2 0 2 - 9 0 8 6

S.COAT No.2000　 S.COAT No.2010
S.COAT No.2012　 S.COAT No.2014

S.COAT No.2015 ECO

安 全 衛 生 上 の 注 意 事 項
１．引火性の液体です
２．有機溶剤中毒の恐れがあります
３．健康に有害な物質を含有しています
４．かぶれの恐れがあります

※ 硬化剤にはポリイソシアネ－トが含まれていますので、塗装作業に従事するときは以下の安全衛生上の注意事項を遵守して下さい。

安全衛生上の注意事項

取扱いおよび貯蔵上の注意 １．火気のない局所排気装置のある場所で使用して下さい。
２． 塗装中および乾燥中は換気をよくし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにして下さい。
３． 取扱い中は､皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、掃気マスク、

頭巾、保護手袋、保護めがね、前掛け、長袖の作業着、襟巻きタオル等を使用して下さい。
４．取扱い後は、手洗い､洗顔､うがいおよび鼻腔洗浄十分行って下さい。
５．異常を感じたときは、ただちに使用を中止して下さい。
６．完全に蓋をし、40℃以下の場所で保管して下さい。
７． こぼれたときは、砂等を散布した後、布類で拭き取って下さい。塗料のついた布類、塗料か

す、スプレーダスト等は、必ず水に浸して処理して下さい。
８．子供の手の届かないところに保管して下さい。
９．本来の目的以外（シンナー遊び等）に使用しないで下さい。
10． 容器は、なるべくつりあげないで下さい。やむを得ずつりあげるときは、適切な、釣具で垂

直につりあげ、落下に十分注意して下さい。

緊急時および応急処置 １．火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を使用して下さい。
２． 目に入ったときは、多量の水で洗い、できるだけ早く、医師の診断を受けて下さい｡
３． 皮膚に付着したときは、できるだけ早く拭き取り、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みや外傷

等があるときはできるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
４． 蒸気、ガス、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医

師の診断を受けて下さい。
５．万一飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けて下さい。

廃 棄 上 の 注 意 １．本品の付いた布類や、本品のかすは、水に浸して処分して下さい。
２．使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。
３． 本品の付いた布類や、本品のかすおよび使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守

し、産業廃棄物として処分して下さい。

そ の 他 １．詳細な内容については、製品安全データシート（MSDS）を参照して下さい。
２．本品は日本国内での使用に限定し輸出される場合は事前にご相談下さい。

http://www.scoat.co.jp
20200300-1000


