
製品についての説明
ニスの性能を最大限に引き出し、最高の光沢を生成し、かつ、化学薬品と剥離作用に対して優れた抵抗力を発揮する ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝの改良された配合：長時間
持続するUV対応機能を含有  
* 従来型のニスよりも最高4倍まで長くなる使用有効期間  
*塗膜を均一で滑らかにし、耐久性を良くする為に、ｸﾞﾚｲｽﾞｺｰﾄとしてﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌｨﾆｯｼｭとの組み合わせで使用可能です。  
*充分な脱脂及び下地処理後には､ﾁｰｸ材のようなｵｲﾘ‐な木材にも使用が可能。  
* 燃料、オイル、弱酸、アルカリ性の物質に強い化学薬品を使った硬化剤 

製品に関する情報

色 YVA950

仕上げ 強度な光沢

比重 1.065

固体の含有量 45.30% 

混合比率 分量2:1（提示どおり）

コンバータ／硬化剤 YVA951

塗料を混ぜる前の通常の使用有効
期間

2 年

揮発性有機化合物の含有量 （原
液）

520 グラム/リットル 

ユニットのサイズ 750ミリリットル 2.5リットル 

乾燥／塗り重ねに関する情報
乾き

  10°C (50°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

 

指触乾燥[ISO] 10 時間 7 時間 4 時間 3 時間

良く乾ききった状態[ISO] 24 時間 24 時間 16 時間 12 時間

塗料を混合した後の可使用時間 4 時間 3 時間 2 時間 1 時間

上塗り塗装
塗装表面の材質

  10°C (50°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

上塗り塗料 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 

 
Perfection Plus 24 時間 4 日間 14 時間 3 日間 6 時間 2 日間 4 時間 1 日間

注 : ｽﾌﾟﾚｰ塗装をする場合は、ﾀｯﾁﾄﾞﾗｲになれば塗り重ねができます  
ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽはｵｰﾊﾞｰｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑが過ぎた場合は、320-400番のｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰでｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞしてから塗装してください 

塗装方法

下地処理 すでに塗料が塗られている塗装表面  

状態が良好な場合 （2液性のみ） 適した洗浄液で洗い、暖かい清水でﾘﾝｽし、乾燥させます  
状態が悪い場合 （2液性のみ） 既存の塗膜をすべて除去して材質表面を下塗りする 1液性の塗料の上には塗装出来な
いので、1液性の塗料が塗られている場合は、すべて取り除いてください。  

生地の木材: 如何なる汚れも取るために、ﾎﾟﾘｳﾚｼﾝﾅｰ＃9で拭き取ってください 120番のｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰでｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞし、
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次に240番、そして最終は320番で研磨してください ブラシ、埃取り、布で研磨くずを除去するが、溶液が必要な場合
には表面を十分に乾燥させてから、最初の塗装を行う 表面に残ったｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞのｶｽは上塗り塗装には良くありません 
もし必要ならば、ﾌｧｰｽﾄｷｭｱｸﾘｱｰでﾌﾟﾗｲﾏｰ塗装  

もしﾌｧｰｽﾄｷｭｱｰｸﾘﾔｰが塗装されなかった場合は、規定のｼﾝﾅｰで20-25％希釈をして塗装してください  

木部のみ（ﾁ ｰ ｸ）  ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽは充分に脱脂と、下地処理をしてから塗装してください ﾎﾟﾘｳﾚｼﾝﾅｰ＃9、及びﾎﾟﾘｳ
ﾚｽﾌﾟﾚｰｼﾝﾅｰ＃10は脱脂に適しています 1回目の塗装の前には，塗面が完全に乾燥していることを確認してください  

方法 塗り重ねる前に、ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの残留物は取り除いてください ﾀｯｸﾗｸﾞおよびﾎﾟﾘｳﾚｼﾝﾅｰ＃9、ﾎﾟﾘｳﾚｽﾌﾟﾚｰｼﾝﾅｰ＃10は最
高のﾚﾍﾞﾙのｸﾘｰﾝさを作ります  

木地： 第1回目の塗装は推奨されたｼﾝﾅｰで25％希釈してください それからﾌﾙｺｰﾄ4回塗り  

代わりに、ﾌｧｰｽﾄｷｭｱｰｸﾙﾔｰを4回塗装することが可能（1回目は25％のｼﾝﾅｰ希釈） それから、ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽを最低2

回塗り  

ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽを1回前面塗装：ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌｨﾆｯｼｭの上にｸﾞﾚｲｽﾞｺｰﾄとして使う場合 ﾎﾜｲﾄ、ｵﾌﾎﾜｲﾄまたはｸﾘｰﾑ色のﾊﾟ
ｰﾌｪｸｼｮﾝ上を除いて、最終ｺｰﾄとしてﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽとﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌｨﾆｯｼｭを容量比50：50で混合して使用します 

ヒント 撹拌  混合する前に其々の塗料を掻き混ぜる ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽは記載されている混合比で混合してください 基本塗料に
硬化剤を加えて良く掻き混ぜ、泡が消えるまで10分間そのままにして置く 塗料缶の原液は直接塗布しないこと 別の容
器に使う分量だけ移して使う 注：よく混ぜることにより、初期のにごりは消えます  
シンナー ﾎﾟﾘｳﾚｼﾝﾅｰ＃9 , ﾎﾟﾘｳﾚｽﾌﾟﾚｰｼﾝﾅｰ＃10 . ｽﾌﾟﾚｰ塗装をする場合は、必要であれば、ｼﾝﾅｰ＃10で25％希釈して
ください.

希釈  先に主剤と硬化剤を混合し、それからｼﾝﾅｰ希釈をしてください ｼﾝﾅｰについては、気温、使用ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ、塗装技
術、および塗料の粘度によって、選びます。 通常の案内として、28℃までの気温では、ﾎﾟﾘｳﾚｽﾌﾟﾚｰｼﾝﾅｰ＃10を使用
してください 28℃以上では、被塗物の面積により、ポリウレスプレーシンナー＃10とポリウレシンナー＃9を混合し
たシンナーが必要となります。  
従来のスプレーガン 粘度をDIN 4cup, Zahn#2あるいは同等の粘度計にて14秒まで下げる 空気圧：3-4バール/45-60 

psi. スプレーノズルの口径：1.0-1.4 mm. スプレー塗装 － 塗装専門業者向け  
ローラーを使用。 ﾌｫｰﾑﾛｰﾗｰを使用してください 最良の成果を得るために、ローラーを使うときはパッド又は刷毛で
均す  
その他  ﾊﾟﾌｪｸｼｮﾝﾌﾟﾗｽを塗装する場合：刷毛かﾛｰﾗｰ塗装。規定のﾄﾞﾗｲ膜厚を得る為に、数回塗装することが必要です 

要点 本塗料の温度は最低摂氏10度／華氏50度から最高摂氏35度／華氏95度に保つ 周囲の気温は最低摂氏10度／華氏50度か
ら最高摂氏40度／華氏104度である 塗装表面の温度は、最低摂氏10度／華氏50度から最高摂氏40度／華氏104度に保
つ 直射日光の中での塗装は避けること 強い風の中では使用しないでください 多湿の場合は避ける 油性、および流動
構造物の上には塗装しないでください 指定された混合比率で硬化剤をしっかり混ぜ併せてから塗布すること 永久に水
面下にある塗装表面には適していない 夜半に本塗料が硬くなるとき、結露によって光沢が無くなりやすくなるため、
夜遅く塗装は行わないこと 換気の良いところで乾燥させる レッド色のパーフェクションを塗装された場合は、光沢が
無くなったり、色相が変化するのを防ぐ為に、着色原料システムによる不透明な仕上がりの上に、最終コートとし
て、パーフェクションプラスをフルコートすべきです。

共用性／表面の材質 無塗装木部、ﾌｧｰｽﾄｷｭｱｰｸﾘﾔｰ、あるいはｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞされたﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝトｯﾌﾟｺｰﾄの上に塗装 ｸﾗｯｸが発生する可能性がある
ので、彫刻、硬質れんが製、防波の構造物には使用しないでください 油性、および一液性塗料の上には塗装しないで
ください 

塗装回数 2-5（1回目はｼﾝﾅｰ希釈）もしﾛｰﾗｰで塗装するなら、塗り回数を増やさなければならない合計ﾄﾞﾗｲ膜厚75-190ﾐｸﾛﾝ

可能な塗装面積 (理論上の) - 13.3 m²/リットル 

(実際には) - 12 m²/リットル

推奨乾燥膜厚 37 ミクロン乾燥

推奨ウェット膜厚 75 ミクロンの湿潤膜厚

塗装方法 刷毛, 従来のスプレーガン, ローラーを使用。

移動、保管及び安全性にる関する情報

保管 一般的な情報： 
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空気又は異常な温度には晒さないように注意する。また、Perfection Plus :のシェルフライフ有効期間を確認して、使
用していない期間は、容器を密封して気温摂氏5度／華氏41度から摂氏35度／華氏95度の場所で保管し直射日光は避け
る 
輸送： 

Perfection Plus :を輸送又は保管するときには、安全に密封できる容器で保管すること 

安全性 一般的： 常に手袋、ゴーグルを付け、オーバーオールで皮膚を保護する 製品の安全性に関するデータシートのコピー
をユーザーは必ず入手し、使用する前にそれらの規則についてすべて熟知しておくこと 健康及び安全性に関する情報
はラベルに記載されている。又、弊社のテクニカル・ヘルプ・ラインからも入手することができる 

廃棄： 缶を捨てたり、塗料を水路等に流したりしないで必ず設備を利用して下さい. 廃棄する前に、塗料を硬化させた
方が良い 

重要事項 弊社は、本紙面の情報を完全な情報として提供していものではない。用途に対する製品の適合性について書面で詳し
く問い合わせることなく製品を使用する者は、自己の責任で使用しており、従って、そのような使用において出来す
る損失又は損害（不注意から起こる死亡又は傷害は別として）、あるいは製品の効果に対して、弊社は何ら責任を負
うものではない。また、本紙面の情報は、使用上の経験及び絶え間ない弊社の製品開発において、随時、変更する可
能性がある。 
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