














AL-7-5S

AL-7-3M

AL-7-3S

AL-6-2SM

AL-4-0SM

AL-3-2SM

AL-2-2M

AL-2-2S

AL-1-1M

AL-1-1S

AL-9-0SM

AL-8-4SM

AL-4-2SM

デュフナープライマー＃30-AL　Eホワイト クロムフリー

クロムフリー

デュフナープライマー
＃30-AL Eホワイト

デュフナープライマー
＃30-AL Eホワイト

－各色
V-PET＃4500SW
ソリッド／メタリック仕様

AL-10-0SM
1Coat
1Bake3～有 V-PET＃4500SW

1.上記仕様と期待耐用年数は、素材がアルミニウムで素地調整は、化成皮膜処理の代表例です。アルミニウムの表面処理が陽極酸化皮膜処理の場合は塗装仕様が
異なる場合がありますので、弊社までお問い合わせ下さい。また、素材が亜鉛めっき鋼板の場合の仕様は３３～３８ページ、ステンレス鋼板の場合の仕様は３９～４０
ページをご参照下さい。
2.上記仕様以外の塗装仕様もご用意しておりますので弊社までご相談下さい。
3.低汚染タイプのふっ素樹脂系塗料（Ｖフロン＃2000ＦＣ、Ｖフロン＃200クリーン）の塗装仕様については弊社までお問い合わせ下さい。
4.期待耐用年数は、色相・光沢変化、エロージョン（チョーキング・摩耗）などにより、塗り替え作業が必要となるまでの年数を表します。
5.仕様Ｎｏ．のＡＬはアルミニウム、Ｚｎは亜鉛めっき鋼板、Ｓｕはステンレス鋼板用塗装システムを示します。番号は、上塗りの樹脂系と仕様の種類を示します。
6.AL-9-0SMのパウダーフロンSELAについては、ソリッドは3分つや～つや有までつや調整は可能ですが、メタリック仕様に関しては3分つやのみとなります。

高耐候グレード ポリエステル粉体
（熱硬化形ポリエステルウレタン樹脂）

ふっ素／ポリエステル複合粉体
（超耐候性二層分離形ふっ素樹脂タイプ）

パウダーフロンSELA
ソリッド／メタリック仕様

15～20

15～20

15～20

25年

25年

25年

25年

25年

25年

25年

25年

12年－ －
60

（標準膜厚）
180℃
20分

－ －－ － 45555555

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

10 V-PET＃4500SW

（カイナータイプ：高温焼付）

（超耐候性二層分離形ふっ素樹脂タイプ）

（熱硬化形ポリエステルウレタン樹脂）
高耐候グレード ポリエステル粉体塗料



デュフナープライマー
＃30-AL Eホワイト

デュフナープライマー
＃30-AL Eホワイト

デュフナー＃30プライマーシンナーで希釈し、
エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。

デュフナー＃30プライマーシンナーで希釈し、
エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

30回

ソリッド：2H以上
メタリック：H以上
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●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

30回



10

AL-7-3S

15～20

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

AL-7-3M

15～20

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、



AL-7-5S

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

15

表面処理管理に作成する試験片を使用し、焼付塗装
後1mm（2mm）間隔で縦横11本（6本）の素地に達す
る線を引き、セロテープを圧着し引き剥がす。
（または、現物の裏面の一部分に塗装した塗膜で行う）



AL-8-4SM

主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約30分
（20℃）熟成する。その後エポニックスシンナーBにて
希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装す
る。

15～20

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。



AL-9-0SM

粉体塗料では、国内初の「エコリーフ環境ラベル」認定取得。

AL-10 V-PET＃4500SW 高耐候グレード ポリエステル粉体塗料
（熱硬化形ポリエステルウレタン樹脂）

・色相がN8.5以上の淡彩系の場合は、上塗り指定色の膜厚を60     以上にして下さい。

高耐候性・耐薬品性機能を有しております。

ソリッド・メタリックカラー塗装仕様 AL-10-0SM

V-PET＃4500SW
指定色

焼付 180℃×20分（素材温度）

＊物性確保のために、最低膜厚48      以上は必要。
＊メタリック仕様については弊社までご相談下さい。

・焼付条件は、被塗物の形状・大きさによって多少の変動があります。
・焼付温度は、被塗物表面の温度で管理して下さい。

粉体塗装静電ガンで塗装する。 標準膜厚：60

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

（超耐候性二層分離形ふっ素樹脂タイプ）

ソリッド・メタリックカラー

AL-9 AL-10

30回
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10

7

8

9

5

6

9

6

7

8

4

5

V-PET＃1340QD
CWホワイト

10

粉体塗装静電ガンで塗装する。

170℃×20分（素材温度）

60～70

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。



Zn-3-5SM

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

Zn-4-5SM

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。



●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

Zn-8-4S

主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約30分
（20℃）熟成する。その後エポニックスシンナーB
にて希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗
装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。



表面処理は脱脂を十分に行った上で、ステンレス用の化成皮膜処理を行います。
表面処理の仕様及び管理は、処理剤メーカーの仕様及び管理基準に従って下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

脱脂ー化成皮膜処理（ステンレス用）

脱脂ー化成皮膜処理（ステンレス用）

注意事項はZn-2-5Sに準じて下さい。

Su-7 Vフロン＃200 常温乾燥形二液性ふっ素樹脂塗料

塗装仕様 Su-7-5S

9

30～40

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

Vフロンシンナーにて5～30％希釈し、十分撹拌後、

脱脂ー化成皮膜処理（ステンレス用）

・強制乾燥条件は、被塗物の形状・大きさによって多少の変動があります。
・強制乾燥の温度は、被塗物表面の温度で管理して下さい。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。



●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで0～10％希釈し、損傷部を刷毛または
筆などで補修塗りする。

Vフロン＃200
上塗（指定色）

Vフロン＃200
上塗（指定色）

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで
10～20％希釈し、スプレー塗装する。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで
10～20％希釈し、スプレー塗装する。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

Vフロン＃200
上塗（指定色）

Vフロン＃200
上塗（指定色）

Vフロン＃200
上塗（指定色）

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで0～10％希釈し、損傷部を刷毛または
筆などで補修塗りする。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで
10～20％希釈し、スプレー塗装する。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロンシンナーで
10～20％希釈し、スプレー塗装する。

Vクロマ＃100CW／デュラクロンCW／VトップCW／V-PET＃4500SW

主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約10分（20℃）熟
成する。その後、エポニックスシンナーBにて10～15％希釈
し、損傷部に刷毛またはスプレーで補修塗りする。

12時間以上



用具および洗剤など

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、
Vフロンシンナーで希釈し、エアスプレーまたは刷
毛で塗装する。

15～30％

何年か経過した塗装建材に部分的な腐食が生じたり、チョーキングが目立つようになってきた場合、又、色を変更して外観を新
しくしたい場合などには、旧塗装が活膜として役立っているうちに塗り替えることが、建築物の寿命の点でも、塗り替えの費用
の点でも得策です。

●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。



●本カタログ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

エポニックスシンナーBにて全面を拭く。特に
アクリルラッカー・ビニル系塗料などで補修
塗装されている部分は補修塗料をすべて拭き
取る。

エポニックスシンナーBを清浄なウエスに含ま
せ、研ぎかす・油分・汚れなどを除くために全
面を拭く。

主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約30分
（20℃）熟成する。
その後エポニックスシンナーBで希釈し、エアス
プレーまたは刷毛で塗装する。







キヤノン川崎事業所  高層棟

ホギメディカル筑波工場

JR仙台駅改修工事

住友不動産麻布十番ビル

岡山赤十字病院新館

大手町フィナンシャルシティ
グランキューブ

豊洲市場　水産棟

つくばシティア トワビル

岩国飛行場(H26)新庁舎

武蔵野の森スタジアム
　メインスタンド棟

目黒セントラルスクエア

GINZA　SIX

龍宮城スパホテル三日月新館

神奈川県庁舎

日本橋高島屋三井ビルディング

中之島ビル

大手町プレイス

豊洲市場 青果棟

新発田市新市庁舎

三菱ＵＦＪ銀行大阪ビル本館

東急電鉄 田園調布駅

飯塚市庁舎

島根銀行本店

Apple　YIC

さっぽろ創世スクエア

エイベックス本社

渋谷ストリーム

シミズものつくり研修センター

msb Tamachi（ムスブ田町）

福岡高地簡易裁判所

COREDO室町テラス

ファナック壬生工場

武田グローバル本社ビル

神宮前タワー

渋谷スクランブルスクエア

シャネル銀座

赤坂インターシティーAIR

那覇空港改修工事

虎ノ門トラストシティー
ワールドゲート

石川県立中央病院

品川ハートビュータワー

Vフロン♯2000FC

デュラクロンCW

デュフナー♯100S
Vフロン♯2000

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L

デュフナー♯100S
Vフロン♯2000

Vハード♯500

Vフロン♯2000
デュラクロンCW
パウダーフロンCW
デュフナー♯100S

パウダーフロンSELA

デュフナー♯100L

デュラクロンCW

Vフロン♯2000

デュフナー♯100S
Vフロン♯2000

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L
デュフナー♯100S

Vフロン♯2000

デュフナー♯100S

デュフナー
Vフロン♯2000

Vハード♯500

Vクロマ♯100CW

デュフナー♯100S

デュフナー♯100S
Vフロン♯2000

デュフナー♯100L

デュフナー♯100S
Vフロン♯2000

デュフナー♯100L
パウダーフロンSELA
Vフロン♯2000

デュフナー♯100L

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L

Vフロン♯2000

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L

デュフナー♯100L

Vフロン♯2000

デュフナー♯100S

Vフロン♯2000

デュフナー♯100L

Vフロン♯2000

デュフナー♯100L

2015

2016

2017



塗料相談室 フリーコール
いーないろ

0120-98-1716 https://www.dnt.co.jp/

E-7769.21.3 23

東京営業所
札幌営業所
仙台営業所
北関東営業所
埼玉営業所
新潟営業所
千葉営業所
神奈川営業所
静岡営業所

東京都大田区蒲田5-13-23（TOKYU REIT 蒲田ビル）
札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台市宮城野区扇町5-6-20
小山市城山町2-10-14（日光堂ビル）
さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
新潟市中央区南笹口1-1-54（日生南笹口ビル）
千葉市中央区富士見2-7-5（富士見ハイネスビル）
神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-7-7（トラスト・テック相模原ビル）
静岡市葵区御幸町8（静岡三菱ビル）

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

03-5710-4501
011-822-1661
022-236-1020
0285-24-0123
048-601-0711
025-244-7890
043-225-1721
042-786-1831
054-254-5341

〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠

144-0052
003-0012
983-0034
323-0025
330-0843
950-0912
260-0015
252-0233
420-0857

大阪営業所
名古屋営業所
富山営業所
京滋営業所
神戸営業所
岡山営業所
広島営業所
高松営業所
福岡営業所
長崎営業所

大阪市中央区南船場1-18-11（SRビル長堀）
名古屋市中区金山1-12-14（金山総合ビル）
富山市新桜町6-15（Toyama Sakuraビル）
京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1（大樹生命京都山科ビル）
神戸市中央区相生町1-2-1（東成ビル）
岡山市南区西市801-2
広島市南区大州3-4-1
高松市多肥下町1511-1（サンフラワー通り東ビルⅠビル）
福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長崎市万才町3-4（長崎ビル）

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

06-6266-3116
052-332-1701
076-444-5260
075-595-7761
078-362-0091
086-242-1850
082-286-2811
087-869-2585
092-938-8222
095-824-3457

〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠
〠

542-0081
460-0022
930-0005
607-8085
650-0025
700-0953
732-0802
761-8075
811-2317
850-0033

文京GARDEN GATE TOWER

藤久ビル東５号館

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

アクアティクスセンター

オークラ プレステージタワー

資生堂グローバル
イノベーションセンター
虎ノ門ヒルズ
レジデンシャルタワー

ミュージアムタワー京橋

デュフナー♯100L

Vフロン♯2000

パウダーフロンSELA
V-PET♯4000W
デュフナー♯100L
Vフロン♯2000
Vクロマ♯100CW

デュフナー♯100L

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L
Vフロン♯2000

Vフロン♯2000

2017

2018

横浜市新庁舎

LIXIL  WINGビル

田端スカイハイツ改修工事

東京虎ノ門グローバルスクエア

新国立競技場

Hareza Tower

大手町ビル

馬事公苑

パウダーフロンSELA
パウダーフロンSELA
デュフナー♯100S

パウダーフロンSELA
デュフナー♯100L
Vフロン♯200

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L

Vフロン♯2000

Vフロン♯2000

2018

2019

丸の内１－３計画

神奈川大学みなとみらいキャンパス

真澄寺横浜別院

岐阜市新庁舎

大手町二丁目常盤橋再開発Ａ工区

デュフナー♯100L
デュフナー♯100L
Vフロン♯2000

デュフナー♯100S

デュフナー♯100L

デュフナー♯100L

2019


