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日塗化学(株)を設立、新日鐵化学(株)
（現 新日鉄住金化学(株)）の防食塗料事
業を譲受け、同年10月操業開始
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●ML-3000
 （ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料）
●SCCシャット
 （ステンレス応力腐食割れ対策用塗布剤）
●SDCコート＃402Tエコ・＃602Tエコ
 （環境対応形タールエポキシ樹脂塗料）
●SDCコート＃420TエコG・＃620TエコG
 （非特定化学物質形タールエポキシ樹脂塗料）
●T.Dプライマー 4F
 （全国鐵構工業協会ご指定さび止め塗料）
●Vグラン・Vグランジンク
 （一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂さび止め塗料）
●Vシリコンスーパー
 （弱溶剤厚膜形シリコン変性エポキシ樹脂系下上塗兼用塗料）
●VシリコンUNI
 （ターペン可溶形一液特殊変成アクリルシリコン樹脂塗料）
●VトップH
 （ポリウレタン樹脂塗料）
●VトップHB
 （厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料）
●VトップHBスマイル
 （厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料弱溶剤形）
●VトップHスマイル
 （ポリウレタン樹脂塗料弱溶剤形）
●VフロンHB
 （厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料）
●VフロンHBクリーンスマイル
 （厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料弱溶剤形）
●VフロンSQスマイル上塗
 （高耐久性ふっ素樹脂塗料上塗）
●Vフロン♯100H
 （超耐候性ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯100Hスマイル
 （超耐候性ふっ素樹脂塗料弱溶剤形）
●Vフロン♯100クリーン
 （超耐候性汚れ防止形ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯100クリーンスマイル
 （超耐候性汚れ防止形弱溶剤ふっ素樹脂塗料）
●イーラス
 （保護性さび形成促進処理剤）
●エバーコン
 （コンクリート用有機無機複合形水系被覆材）
●エポオール
 （浸透性変性エポキシ樹脂カラーさび止め塗料）
●エポオール♯65
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料厚膜形）
●エポオールHB
 （浸透性省工程厚膜形変性エポキシ樹脂塗料）
●エポオールHBスマイル
 （浸透性厚膜形変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形）
●エポオールNS-R
 （無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料）
●エポオールスマイル
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形）
●エポオールUNI
 （ターペン可溶形浸透性一液変性エポキシ樹脂塗料）
●エポオールワイド
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形）
●エポオール♯85
 （変性エポキシ樹脂塗料内面用）
●エポニックスAL
 （特殊エポキシ樹脂アルミ塗料）
●エポニックスH・エポニックスH-R
 （超厚膜形エポキシ樹脂塗料300μmタイプ）
●エポニックスSHB-SP
 （超厚膜形エポキシ樹脂塗料）
●エポニックスWP-NS
 （JWWA K 157適合品）
●エポニックスWP-ST
 （JWWA K 135適合品）
●エポニックス♯10,♯20,♯30HB
 （エポキシ樹脂系防食塗料）
●エポニックス♯310DV
 （タンク内面用エポキシ樹脂塗料）
●エポティ
 （浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形）

●エポニックス♯90下塗-R
 （溶融亜鉛めっき用エポキシ樹脂下塗塗料）
●ガードシールHL
 （水中硬化形エポキシ樹脂塗料）
●ガードシールZ
 （湿潤鋼材面用エポキシ樹脂塗料）
●ガードシールLP
 （温潤コンクリート面用エポキシ樹脂塗料）
●カイザーシリーズ
 （ウレタンエラストマー被覆材）
●グリーンズボイド速乾
 （鉛・クロムフリーさび止めペイント）
●グリーンボーセイ建築用
 （鉛・クロムフリー一般用さび止めペイント）
●グリーンボーセイ速乾
 （鉛・クロムフリーさび止めペイント）
●グリーンボーセイ超速乾
 （鉛・クロムフリーさび止めペイント）
●サビシャット
 （塗布形素地調整軽減剤）
●シーブルーキング
 （錫フリー自己研磨形船底防汚塗料）
●ゼッ夕ールEP-2
 （有機ジンクリッチプライマー）
●ゼッ夕ールEP-2HB
 （厚膜形有機ジンクリッチペイント）
●ゼッ夕ールEP-2HBスマイル
 （厚膜形有機ジンクリッチペイント弱溶剤形）
●ゼッ夕ールEP-HF
 （高摩擦有機ジンクリッチペイント）
●ゼッ夕ールOL
 （無機ジンクリッチプライマー）
●ゼッ夕ールOL-HB
 （厚膜形無機ジンクリッチペイント）
●ソーデントップシリーズ
 （送電鉄塔用飛散防止形塗料）
●タイコーマリンシリーズ
 （アルキド樹脂系塗料）
●パイロジン
 （耐熱塗料）
●フェノン
 （フェノール樹脂塗料）
●プリマイトCF-100
 （エッチングプライマー）
●マジックアート
 （落書き・貼紙防止透明塗布材）
●レジガードWP-NS
 （JWWA K 143規格適合品）
●レジガード#100システム
 （表面保護）
●レジガード#200EHシステム
 （表面保護）
●レジガードHGシステム
 （表面被覆（はく落））
●レジガードSD工法
 （表面被覆（はく落））
●レジソークType1
 （浸透性吸水防止材）
●レジライニング♯50システム
 （タンク内面用ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料）
●水性エポオール
 （水性変性エポキシ樹脂下塗塗料）
●水性エポニックス中塗
 （水性エポキシ樹脂中塗塗料）
●水性グリーンボーセイ建築用
 （水性さび止めペイント）
●水性グリーンボーセイ速乾
 （水性さび止めペイント）
●水性ゼッタールEP-2HB
 （水性厚膜形エポキシ樹脂ジンクリッチペイント）
●水性Vトップ#100H上塗
 （水性ポリウレタン樹脂上塗塗料）
●水性Vフロン#100H上塗
 （水性ふっ素樹脂上塗塗料）



●DNTウレ夕ンスマイルクリーン
 （低汚染形弱溶剤系ウレタン樹脂塗料）
●DNTウレ夕ンスマイルクリーン弾性
 （低汚染形弱溶剤系弾性ウレタン樹脂塗料）
●DNTシリコンスマイルクリーン
 （低汚染弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料）
●DNT弾性タイル
 （アクリルゴム系複層仕上げ塗材）
●DNTビューアクリル
 （一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料）
●DNTビューアクリル弾性
 （低汚染形水系弾性アクリル樹脂塗料）
●DNTビューウレタン
 （一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料）
●DNTビューウレタン弾性
 （低汚染形水系弾性ウレタン樹脂塗料）
●DNTビューシリコン
 （一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂塗料）
●DNTビューシリコン弾性
 （低汚染形水系弾性アクリルシリコン樹脂塗料）
●EXTRAアクアシリコン
 （ハイパー水性高級シリコン樹脂塗料）
●EXTRAアクアフッソ
 （一液反応硬化形水性高級ふっ素樹脂塗料）
●EXTRAスマイルシリコン
 （ハイパー弱溶剤形シリコン樹脂塗料）
●SBライズコートアクア,SBライズコートスマイル
 （多彩模様サイディングボード用クリヤー）
●Vシリコン一液スマイル UNI
 （一液反応硬化形シリコン変性樹脂塗料 弱溶剤形）
●Vシリコンマイルド
 （建築用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料）
●Vトップ
 （アクリルウレタン樹脂系塗料）
●Vトップ一液スマイル UNI
 （一液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 弱溶剤形）
●Vフロン♯200
 （常温硬化形ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯200クリーン
 （常温硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯200スマイル
 （弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）
●アクアマリンタックレス
 （リベット構造型水性硬質塗料）
●アクリルルーベン
 （アクリル樹脂系トタンペイント）
●アロナEPO
 （水系変性エポキシ樹脂さび止め塗料）
●ウレタンルーベン
 （ウレタン樹脂系トタンペイント）
●ウレテイトフロア
 （木質床用塗料）
●エコクールシリーズ
 （高日射反射率塗料シリーズ）
●エコンルーフ
 （厚膜型長期防錆被覆塗材）
●クリーンテクノ
 （帯電防止塗料）
●シリコンルーベンアルファ
 （一液アクリルシリコン樹脂系トタンペイント）
●シリコンルーベン2液
 （弱溶剤形シリコン樹脂トタンペイント）
●水性ビルデック
 （合成樹脂エマルションペイント防かび強膜塗料）
●水性マイティーシーラーマルチ
 （カチオン形高性能外装用水系シーラー）
●水性リフレッシュシリコン
 （カラーベスト塗り替え用シリコン樹脂塗料）
●タイコーぺイント
 （合成樹脂調合ペイント普及品）
●夕イコーぺイントDX MAX
 （合成樹脂調合ペイント高級品）
●夕イコーぺイントフォースター
 （環境対応形合成樹脂調合ペイント）

●タイコーマリン
 （合成樹脂調合ペイント）
●タイコールーベン
 （合成樹脂系トタンペイント）
●ダンディシリコンクリーン
 （セラミック変性シリコン樹脂単層弾性仕上材）
●ダンディニュー
 （多機能形単層弾性仕上材）
●ノボクリーン・ノボクリーンビュー・ノボクリーンバイオ
 （ゼロVOC室内環境対応形水系塗料）
●ノボクリーンエポシーラー
 （ゼロVOC水系エポキシ樹脂シーラー）
●ハイメル
 （フタル酸樹脂エナメル）
●ハイメルQuick
 （超速乾形フタル酸樹脂エナメル）
●ハイメルシルキー
 （高級仕上げフタル酸樹脂エナメル）
●ハイメルフォースター
 （環境対応形フタル酸樹脂エナメル）
●ハイライト♯800,♯400
 （超低VOC合成樹脂エマルションペイント）
●ビニローゼ
 （塩化ビニル樹脂エナメル）
●ビューテックス
 （汚染防止用特殊アクリル樹脂塗料）
●ビューハイメル
 （架橋形水系特殊アクリル樹脂塗料）
●ビルデック,ビルデックNeo
 （弱溶剤形防かびつや消し塗料）
●ビルデックグリーン
 （微臭性弱溶剤形防かび塗料）
●マイティー一液エポシーラー
 （一液エポキシ樹脂系シーラー）
●マイティーエポキシパテ
 （コンクリート用鏡面仕上げ用パテ）
●マイティーエポシーラー
 （ターペン系エポキシ樹脂シーラー）
●マイティーカラーゼロVOC
 （VOCを含まない建築用塗料水系着色剤）
●マイティー万能エポシーラー
 （弱溶剤形二液オールインワンシーラー）
●マイティー万能水性シーラー
 （水性二液オールインワンシーラー）
●リフレッシュシリコンEXTRA
 （カラーベスト塗り替え用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料）
●ルーベンエポプライマー
 （トタン屋根用一液浸透性エポキシ系樹脂プライマー）
●レジフロアー
 （エポキシ樹脂系床用塗料）
●レジフロアーU
 （ウレタン樹脂系床用塗料）
●ワンツーエポ
 （一液形変性エポキシ樹脂系建築用さび止め塗料）
●釉元5号S
 （有機・無機複合塗料）
●床コー卜アクリル・水性床コートアクリル
 （防塵・美装用床塗料）



●DNTウレ夕ンスマイルクリーン
 （低汚染形弱溶剤系ウレタン樹脂塗料）
●DNTウレ夕ンスマイルクリーン弾性
 （低汚染形弱溶剤系弾性ウレタン樹脂塗料）
●DNTシリコンスマイルクリーン
 （低汚染弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料）
●DNT弾性タイル
 （アクリルゴム系複層仕上げ塗材）
●DNTビューアクリル
 （一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料）
●DNTビューアクリル弾性
 （低汚染形水系弾性アクリル樹脂塗料）
●DNTビューウレタン
 （一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料）
●DNTビューウレタン弾性
 （低汚染形水系弾性ウレタン樹脂塗料）
●DNTビューシリコン
 （一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂塗料）
●DNTビューシリコン弾性
 （低汚染形水系弾性アクリルシリコン樹脂塗料）
●EXTRAアクアシリコン
 （ハイパー水性高級シリコン樹脂塗料）
●EXTRAアクアフッソ
 （一液反応硬化形水性高級ふっ素樹脂塗料）
●EXTRAスマイルシリコン
 （ハイパー弱溶剤形シリコン樹脂塗料）
●SBライズコートアクア,SBライズコートスマイル
 （多彩模様サイディングボード用クリヤー）
●Vシリコン一液スマイル UNI
 （一液反応硬化形シリコン変性樹脂塗料 弱溶剤形）
●Vシリコンマイルド
 （建築用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料）
●Vトップ
 （アクリルウレタン樹脂系塗料）
●Vトップ一液スマイル UNI
 （一液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 弱溶剤形）
●Vフロン♯200
 （常温硬化形ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯200クリーン
 （常温硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯200スマイル
 （弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）
●アクアマリンタックレス
 （リベット構造型水性硬質塗料）
●アクリルルーベン
 （アクリル樹脂系トタンペイント）
●アロナEPO
 （水系変性エポキシ樹脂さび止め塗料）
●ウレタンルーベン
 （ウレタン樹脂系トタンペイント）
●ウレテイトフロア
 （木質床用塗料）
●エコクールシリーズ
 （高日射反射率塗料シリーズ）
●エコンルーフ
 （厚膜型長期防錆被覆塗材）
●クリーンテクノ
 （帯電防止塗料）
●シリコンルーベンアルファ
 （一液アクリルシリコン樹脂系トタンペイント）
●シリコンルーベン2液
 （弱溶剤形シリコン樹脂トタンペイント）
●水性ビルデック
 （合成樹脂エマルションペイント防かび強膜塗料）
●水性マイティーシーラーマルチ
 （カチオン形高性能外装用水系シーラー）
●水性リフレッシュシリコン
 （カラーベスト塗り替え用シリコン樹脂塗料）
●タイコーぺイント
 （合成樹脂調合ペイント普及品）
●夕イコーぺイントDX MAX
 （合成樹脂調合ペイント高級品）
●夕イコーぺイントフォースター
 （環境対応形合成樹脂調合ペイント）

●タイコーマリン
 （合成樹脂調合ペイント）
●タイコールーベン
 （合成樹脂系トタンペイント）
●ダンディシリコンクリーン
 （セラミック変性シリコン樹脂単層弾性仕上材）
●ダンディニュー
 （多機能形単層弾性仕上材）
●ノボクリーン・ノボクリーンビュー・ノボクリーンバイオ
 （ゼロVOC室内環境対応形水系塗料）
●ノボクリーンエポシーラー
 （ゼロVOC水系エポキシ樹脂シーラー）
●ハイメル
 （フタル酸樹脂エナメル）
●ハイメルQuick
 （超速乾形フタル酸樹脂エナメル）
●ハイメルシルキー
 （高級仕上げフタル酸樹脂エナメル）
●ハイメルフォースター
 （環境対応形フタル酸樹脂エナメル）
●ハイライト♯800,♯400
 （超低VOC合成樹脂エマルションペイント）
●ビニローゼ
 （塩化ビニル樹脂エナメル）
●ビューテックス
 （汚染防止用特殊アクリル樹脂塗料）
●ビューハイメル
 （架橋形水系特殊アクリル樹脂塗料）
●ビルデック,ビルデックNeo
 （弱溶剤形防かびつや消し塗料）
●ビルデックグリーン
 （微臭性弱溶剤形防かび塗料）
●マイティー一液エポシーラー
 （一液エポキシ樹脂系シーラー）
●マイティーエポキシパテ
 （コンクリート用鏡面仕上げ用パテ）
●マイティーエポシーラー
 （ターペン系エポキシ樹脂シーラー）
●マイティーカラーゼロVOC
 （VOCを含まない建築用塗料水系着色剤）
●マイティー万能エポシーラー
 （弱溶剤形二液オールインワンシーラー）
●マイティー万能水性シーラー
 （水性二液オールインワンシーラー）
●リフレッシュシリコンEXTRA
 （カラーベスト塗り替え用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料）
●ルーベンエポプライマー
 （トタン屋根用一液浸透性エポキシ系樹脂プライマー）
●レジフロアー
 （エポキシ樹脂系床用塗料）
●レジフロアーU
 （ウレタン樹脂系床用塗料）
●ワンツーエポ
 （一液形変性エポキシ樹脂系建築用さび止め塗料）
●釉元5号S
 （有機・無機複合塗料）
●床コー卜アクリル・水性床コートアクリル
 （防塵・美装用床塗料）

●DNTラッカーECO
 （環境対応形ラッカー）
●FBプライマー
 （特殊変性エポキシ樹脂系万能プライマー）
●FBプライマーECO
 （環境対応形焼付用エポキシ樹脂下塗塗料）
●FINE Ｖ-ＰET
 （薄膜美装用粉体塗料）
●NEWアクローゼ
 （環境対応形焼付アクリル樹脂塗料）
●T-639 LINE トップコートクリヤー
 （高耐候性 熱硬化形アクリル樹脂塗料）
●T-636 LINE メタリックベース
 （高耐候性 熱硬化形アクリルメラミン樹脂塗料）
●T-800 LINE
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料）
●T-858 LINE メタリックベース
 （高耐候性 熱硬化形アクリルメラミンポリエステル樹脂塗料）
●T-1100 LB ベースメタリック
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂低温焼付塗料）
●V-ＰET
 （粉体塗料）
●Vクロマ
 （一液性熱硬化形ポリウレタン樹脂塗料）
●Vシャイン
 （高外観アクリル変性ポリウレタン樹脂塗料）
●Vセラン♯100,♯200,♯300,♯600 
 （無機質建材用塗料）
●Vトップ車輌用ゴールド
 （環境対応形工業用アクリルウレタン樹脂塗料）
●Vニット
 （プレコートメタル用塗料）
●Vハード♯500
 （セラミック系焼付塗料）
●Vフロン♯2000
 （熱硬化形ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯2000FC
 （熱硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料）
●Vフロン♯800車輌用クリーン
 （常温乾燥形超耐候性汚れ防止形ふっ素樹脂塗料）
●アイアンプライマー
 （特殊変性アルキド樹脂系下塗塗料）
●アクアプラニット
 （水系プラスチック塗料）
●アクアマイティーエポ♯1000
 （環境対応形水系エポキシ樹脂塗料）
●アクアマイティープライマー
 （環境対応形水系アルキドメラミン樹脂塗料）
●アクリタン
 （プラスチック用二液型アクリルウレタン塗料）
●アクリタンスーパー♯3000
 （二液性アクリルウレタン樹脂塗料）
●アクローゼ♯9200メタリックベース
 （高耐候性熱硬化形アクリル樹脂塗料）
●アクローゼ♯9200トップクリヤーコート
 （高耐候性熱硬化形アクリル樹脂塗料）
●アクローゼ♯9900LBトップクリヤー
 （熱硬化形アクリルメラミン樹脂低温焼付塗料）
●アクローゼスーパーECO
 （環境対応形アクリルラッカー）
●アロナスーパープライマー
 （クロムフリー水系焼付形下塗塗料）
●イノーバ
 （高光沢 高鮮映性アクリルウレタン樹脂塗料）
●イノーバNクリーン
 （低汚染性有機無機複合アクリルウレタン樹脂塗料）
●イノーバNクリーン1コート
 （1コート仕上げ用ウレタン樹脂塗料）
●エポニックス♯3100プライマーCF車輌用
 （エポキシ樹脂下塗塗料）
●エポニックス♯4000プライマー車輌用
 （常温硬化形エポキシ樹脂塗料）
●エマロン
 （金属用水溶性塗料）

●エマロンED
 （電着塗料）
●エラストメリック
 （軟質プラスチック用塗料）
●コスモレックス
 （高耐食性・重金属フリー合成樹脂塗料）
●コスモレックス#1200 
 （環境対応形一液変性エポキシ樹脂下塗塗料）
●コスモレックスサッシ用プライマー 
 （一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント）
●ダイトロン
 （缶用塗料）
●テクノン
 （水系金属焼付塗料）
●デュフナー
 （熱可塑形ふっ素樹脂塗料）
●デュラクロン
 （熱硬化形アクリル樹脂塗料）
●デリコン
 （熱硬化形メラミン樹脂塗料）
●デリコン♯1500
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料ソリッド用）
●デリコンECO
 （環境対応形メラミン樹脂塗料）
●デリコンH♯120
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料）
●デリコンH♯120LB
 （熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂低温焼付塗料）
●デリコンTP110
 （熱硬化形アルキドメラミン樹脂低温焼付塗料）
●デリコンビッグ
 （高外観熱硬化形メラミン樹脂塗料）
●ニューデリコンHB
 （高作業性メラミン樹脂塗料）
●ハイコート
 （フタル酸樹脂塗料）
●ハイトップ
 （ハイソリッドラッカー）
●ハイメル
 （フタル酸樹脂エナメル）
●パウダーフロンCW
 （超耐候性ふっ素樹脂系粉体塗料）
●パウダーフロンSELA
 （二層分離形ふっ素樹脂粉体塗料）
●プライムトップ
 （１コート仕上げ用フタル酸樹脂塗料）
●プラニット
 （プラスチック用二液アクリルウレタン塗料）
●ポリ夕ン
 （ポリウレタン樹脂塗料）
●ポリベストパテ
 （ポリエステル樹脂パテ）
●マイトロン
 （アクリル変性アルキド樹脂塗料）
●ルーセン
 （紫外線硬化塗料）
●ルブリダイト
 （潤滑塗料）



●Auto D-1ベースHS
 （環境対応型一液ベースコートシステム、環境対応型ソリッドシステム）
●Auto SPSプライマー
 （特殊ウレタンプライマー）
●Auto SPSプラサフ
 （SPSシステムプラサフ）
●Auto SPSポリパテ
 （鉄・アルミ・防錆鋼板用薄付けパテ）
●Auto SPSライトパテ
 （鉄・アルミ・防錆鋼板用低収縮型厚付けパテ）
●Auto VトップモナークEXcellent
 （環境対応型アクリルウレタン樹脂塗料）
●Auto オキシールSE
 （車輌用防錆塗料）
●Autoスイフト2K
 （2Kウレタン樹脂塗料）
●Autoプラサフ1100ZN
 （防錆鋼板対応型アクリルラッカー系プラサフ）
●AutoプラサフマルチHB ECO
 （環境対応型厚付用ウレタンサフ）
●Auto ブレインクリヤーEX
 （環境対応型超高級仕上げ3：1クリヤー）
●Auto ブレインクリヤーMX
 （環境対応型最高級仕上げ4：1クリヤー）
●Auto ブレインクリヤーLG
 （環境対応型大型車輌用高級仕上げ4：1クリヤー）
●Auto ブレインクリヤーSF
 （環境対応型ポリッシュ作業重視5：1クリヤー）
●Auto ブレインクリヤーJT
 （環境対応型速乾仕上げ10：1クリヤー）
●Auto ボデーフィラーライト026
 （軽量タイプ鈑金パテ）
●Auto ラビッドドライシャーシ
 （速乾型アクリルアルキド系シャーシ塗料）
●COSMAシステム
 （コンパウンド各種 仕上剤及び足付剤システム）
●DNTエポ1Kプライマー
 （一液速乾型特殊エポキシプライマー）
●Auto ワックスクリーナーエコ　マイルド
 （環境対応型脱脂剤）

●Mカラーシステム
●Mカラーminiシステム
 （小型軽量調色システム）

●DNTデジタルコーティングシステム
 （工業製品用インクジェット加飾システム）
●IJインク
 （工業製品用インクジェットインク）
●ジェットマー力ー
 （建築材料、電子部品など）

●貴金属ナノ粒子
 （光吸収機能）
●機能性ナノコーティング材
 （光学フィルム用）

ナノ粒子シリーズ
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