
カラー
グループ 正面 斜め

ＭＩＸ３７０ （ホワイト） グレー味（濁る） 強い白味

ＭＩＸ３１０ （エフェクトホワイト） 黄味 青白味

ＭＩＸ３６２ （ジェットブラック） 青黒味 青黒味

ＭＩＸ３７２ （スペシャルブラック） 赤黒味 赤黒味

ＭＩＸ３６３ （ブラック） 青黒味 白黒味

ＭＩＸ３５１ （アンティークブラック） グレー味 ブルーグレー味

ＭＩＸ３６４ （ブラックトナー） 青黒味 白黒味

赤青 ＭＩＸ３５７ （オーシャンブルー） 鮮明な赤青味 青赤味

ＭＩＸ３５８ （ベルベットブルー） 青味 赤白味

ＭＩＸ３５９ （ブルー） 鮮明な青味 青黒味

ＭＩＸ３８８ （アズールブルー） 青黄味 赤白味

ＭＩＸ３８９ （グリーン） 青緑味 青緑黒味

ＭＩＸ３７３ （エメラルド） 黄緑味 黄緑白味

ＭＩＸ３８５ （レモンイエロー） 鮮明な緑黄味 黄緑黒味

ＭＩＸ３７８ （サンイエロー） 緑黄味 黄青白味

ＭＩＸ３７７ （ダークイエロー） 赤黄味 黄赤白味

ＭＩＸ３８０ （イエロー） 鮮明な赤黄味 赤黄黒味

ＭＩＸ３７４ （オーカー） 赤黄味 白赤味

ＭＩＸ３６８ （オーカートナー） 赤黄味 白赤味

茶 ＭＩＸ３８２ （カッパー） 鮮明なブラウン 黒茶味

ＭＩＸ３６７ （レッドオキサイド） 強い赤味（濁る） 強い赤白味

ＭＩＸ３８４ （ワインレッドトナー） 強い赤味（濁る） 強い赤白味

ＭＩＸ３８６ （ブリリアントマルーン） マルーン 赤黒味

ＭＩＸ３８３ （マルーン） マルーン 赤白味

オレンジ ＭＩＸ３７９ （オレンジ） オレンジ 橙白味

ＭＩＸ３６１ （ルビーレッド） 赤味（濁る） 黄赤白味

ＭＩＸ３６５ （レッド） 鮮明な赤味 赤黒味

ＭＩＸ３７６ （ブリリアントレッド） 赤青味 青赤白味

ＭＩＸ３５６ （スカーレット） 赤青味 青赤黒味

赤紫 ＭＩＸ３６６ （パープル） 赤味 赤黒味

ＭＩＸ３５５ （バイオレット） 青味 青紫黒味

ＭＩＸ３６９ （バイオレットトナー） 青味 青紫黒味

粗　　さ 正面 斜め
粒子径

（１：小さい→６：大きい）

ＭＩＸ３１３ （ムーンシルバーＭ） グレー 白味 １

ＭＩＸ３９５ （エクストラファインシルバーＭ） グレー 白味 １’

細目 ＭＩＸ３９４ （ファインシルバーＭ） グレー 白味 ２

中目 ＭＩＸ３９０ （シルバーＭ） ブライト 白味 ３

ＭＩＸ３１１ （サテンシルバーＭ） 強いブライト 光輝感が強い ４

ＭＩＸ３１２ （シルバーダラーファインＭ） ブライト 白味　 ４’

粗目 ＭＩＸ３９３ （コースシルバーＭ） 強いブライト 光輝感が強い ５

極粗目 ＭＩＸ３９８ （ブリリアントシルバーＭ） 強いブライト 光輝感が非常に強い ６

ＭＩＸ３０６ （ゴールドＭ） ゴールド ゴールド黒味 ２－３

ＭＩＸ３５０ （サンライズオレンジ） オレンジ オレンジ黒味 ２－３

斜め赤白味のない深みのあるブルー。　メタリックカラーで使用。

ＭＩＸ 番号　（色名）

不透明な緑味のイエロー。　メタリック/パールカラーへは少量使用のみ。　鮮明なイエロー系ソリッドカラー用。

不透明な濁った赤味のブラウン。　メタリック/パールカラーへは少量使用のみ。　ベージュ・レッド系ソリッドカラー用

正面緑味が強く、斜め赤白味のブルー。

不透明で鮮明な黄味のレッド。　メタリック/パールカラーへは少量使用中心。　赤系ソリッドカラー用。

透明度の高い青味のバイオレット。　ダークカラー系や赤味を持ったブルー系に使用。

透明度の高いレッド。　＊要注意：メタリックに使用不可。パールは可。淡彩色には使用しない。

青味のレッド。

極細目

赤茶

マルーン

青

緑

黄

白

標準的なマルーン。

不透明なオレンジ。　メタリック/パールカラーへは少量使用のみ。　オレンジ系のソリッドカラー用。

ＭＩＸ３７６より黄味がかったの青味のレッド。

透明度の高い赤味のバイオレット。　青味を帯びたダークレッド系に使用。

ＭＩＸ３１１よりわずかに粗い。

球形アルミ。光輝感強い。

水性ベースコート 『スタンドハイド（Standohyd）』 メタリック／パールカラーへの原色特性表－①

微調色用。　ＭＩＸ３７４の１／１０の濃度。

特性

青味のグリーン。

黄味のグリーン。

透明度の高い緑青味のイエロー。

主にグラファイトカラーに使用。

不透明な赤味のイエロー。　メタリック/パールカラーへは少量使用のみ。　赤味のイエロー系ソリッドカラー用。

透明度の高い赤味のイエロー。

不透明な濁った赤味のイエロー。　メタリック/パールカラーへは少量使用のみ。　ベージュ系ソリッドカラー用。

特性

微調色用。　ＭＩＸ３６７の１／１０濃度

ＭＩＸ３１３よりわずかに粗い。

ＭＩＸ３９４より、正面：光輝感があり明るいが、斜め：黒味。

ＭＩＸ３９８より、細かく正面：明るく光輝感強いが、斜め：わずかに白い。

ＭＩＸ３９０と比較した場合、細かく正面：明るさは少ないが、斜め：白味。

球形アルミ。

中粗目

ＭＩＸ 番号　（色名）

正面・斜め共、鮮明な強い赤味のあるブルー。　斜めは、濁りのある赤味が強い。

鮮明なブルー。　ブルーの中で正面・斜め共赤味。

標準の白。　メタリック/パールカラーへは少量使用のみ。

主にオパールカラーに使用。

微調色用。　ＭＩＸ３６３の１／１０濃度。

標準的なブラック　濁らせたり・濃くしたい場合に使用。　白と混合した場合、赤味がかる。

青味の漆黒さのないブラック。　斜めは、白味が強い。

ＭＩＸ３９３より、粗く正面：明るく光輝感が強く、斜め：黒味で光輝感あり。

ゴールドメタリック。粗さは、ＭＩＸ３９４～ＭＩＸ３９０クラス。主にレッドパールに使

オレンジメタリック。粗さは、ＭＩＸ３９４～ＭＩＸ３９０クラス。
着色アルミ

着色顔料

アルミニウム顔料

赤

青赤

紫

＊正面／斜めの色合い表現は、それぞれのカラーグループ内での比較表現です。

透明度の高いブラウン。　＊要注意：MIX３１３との混合不可。（ガス発生）

鮮明な深みのあるマルーン。

微調色用。　ＭＩＸ３５５の１／１０濃度。

黒原色の中で、一番漆黒度の高いブラック（MIX３７２より漆黒/青味）。漆黒度が高い為、広い範囲の塗色に使用。



ホワイトタイプ 粗　　さ
３コートパール

斜め
粒子径

（１：小さい→４：大きい）

ＭＩＸ３３６ （アーミンＰ） 極細目 白味 １

ＭＩＸ３２９ （ホワイトＰ） 細目 黄黒味 ２

ＭＩＸ３０１ （ホワイトＰ） 中目 赤黒味 ３

ＭＩＸ３２６ （サテンホワイトＰ） 粗目 白味 ４

着色タイプ 粗　　さ 正　　面

ＭＩＸ３４１ （アルマジンＰ） 細目 青味レッド

ＭＩＸ３０４ （レッドＰ） 細目 レッド

ＭＩＸ３０５ （チヂアンレッドＰ） 中目 レッド

ＭＩＸ３２７ （サテンレッドＰ） 粗目 レッド

ＭＩＸ３２８ （ブラウンＰ） 中目 カッパー

ＭＩＸ３４４ （サテンカッパーＰ） 粗目 カッパー

グリーン ＭＩＸ３２３ （モスグリーンＰ） 中目 ブルーグリーン

干渉タイプ 粗　　さ 正　　面

ＭＩＸ３３９ （サファイアブルーＰ） 極細目 赤味ブルー

ＭＩＸ３２５ （アクアマリンＰ） 細目 赤味ブルー

ＭＩＸ３０３ （ブルーＰ） 中目 黄味ブルー

ＭＩＸ３４５ （サテンブルーＰ） 粗目 黄味ブルー

ＭＩＸ３２４ （ライトグリーンＰ） 中目 グリーン

ＭＩＸ３４６ （サテングリーンＰ） 粗目 グリーン

ＭＩＸ３０２ （イエローＰ） 中目 イエロー

ＭＩＸ３４３ （サテンゴールドＰ） 粗目 イエロー

レッド ＭＩＸ３３１ （レッドＰ） 中目 ピンク

パープル ＭＩＸ３２１ （アメジストＰ） 中目 バイオレット

 

粗　　さ 正　　面

ＭＩＸ００９ （メタリックアディティブ） グレー（濁る） 白く、光輝感増加

ＭＩＸ３９９ （トランスペアレント） ― ― 主に、３コートパールに使用。

青味の着色レッドマイカパール。

着色レッドマイカパール。

着色レッドアルミナパール。ＭＩＸ３０５より光輝感強い。

ホワイトアルミナパール。斜め：光輝感強い。

ＭＩＸ 番号　（色名）

水性ベースコート 『スタンドハイド（Standohyd）』 メタリック／パールカラーへの原色特性表－②

ホワイト

パール顔料（マイカ／アルミナ）

ブラウン

ホワイトマイカパール。

着色レッドマイカパール。

ＭＩＸ 番号　（色名） 特性

干渉イエローマイカパール。

干渉レッドマイカパール。

干渉グリーンアルミナパール。ＭＩＸ３２４より光輝感強い。

干渉ブルーアルミナパール。ＭＩＸ３０３より光輝感強い。

メタリック・パール顔料の配列をコントロール。粒子を粗く見せたり、光輝感を増加させたり、斜めを白く見せたりコント
ロール。

干渉ブルーマイカパール。

干渉グリーンマイカパール。

その他

その他

ＭＩＸ 番号　（色名） 特性

干渉バイオレットマイカパール。

干渉イエローアルミナパール。ＭＩＸ３０２より光輝感強い。

干渉ブルーマイカパール。

着色カッパーマイカパール。

特性

ホワイトマイカパール。

ホワイトマイカパール。

着色カッパーアルミナパール。ＭＩＸ３２８より光輝感強い。

着色グリーンマイカパール。

特性

干渉ブルーマイカパール。

レッド

ＭＩＸ 番号　（色名）

ブルー

イエロー

グリーン


