
エクストリームシステム： 
スタンドックスVOC エクストリーム ウェットオンウェット フィラー U7650

アクサルタ コーティング システムズ 合同会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号　虎ノ門琴平タワー4F

■お問い合わせ

E-mail:info.jp@axalta.com  https://www.standox.com/jp

 製品の使用について-標準ウェットオンウェット仕様 

 
 

作業中は呼吸器系、皮膚および眼への炎症を避けるため、適切な防護服やマスク、安全メガネ等の保護具

を必ずご使用ください。 

  研磨・脱脂クリーニングし、スタンドックスエクスプレスプレップワイプ U3000 で処理された鋼板、 

  亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板。 

  よく研磨・脱脂クリーニングした塗装面。 

  研磨・脱脂クリーニングした OEM プライマー。 

  研磨・脱脂クリーニングした 2K ポリエステル製品。 

  サフェーサー ハードナー アクセラレーター 

  容量 重量 容量 重量 容量 重量 

  1 100 1 59 10% 11 

  U7650  4650 U7610  

     2K シンナー35-40 

  気温 30℃以上で湿度 50%以上の場合、U7610 の代わりに 2K シンナー35-40 を使用してください。 

  ポットライフ（20℃）：30 分-1 時間 

   

   口径 スプレー圧力  

  HVLP 1.3-1.6mm 0.7 バール 噴霧圧（ノズル） 

  規制適合（中圧） 1.3-1.6mm 1.5-1.8 バール 手元圧 

  1-2 コート 最終フラッシュオフ：5 分-8 時間 

    

  8 時間以内にオーバーコートする。 

  スタンドブルーベースコート＋クリヤーコート 

  スタンドクリル

スタンドブルーハードナー混合済みスタンドブルーベースコート＋スタンドックスVOCエクストリームクリヤーK9580

VOC トップコート ※溶剤ベースコートは使用できません。 

ＶＯＣ規制 2004/42/II B (c) (540) 540: この製品 (製品カテゴリー：ⅡB (c)) に対する欧州基準値は希釈済み塗料で

VOC が最大 540g/L です。希釈済みでこの製品の VOC 含有量は最大 540g/L です。 

NEW!

製品構成 

スタンドックス VOC エクストリーム W.O.W.フィラーU7650 

スタンドックス VOC エクストリーム W.O.W.フィラーハードナー4650 

スタンドックス フィラーアクセラレーターU7610 

スタンドックス 2K シンナー35-40 

 

An Axalta Coating Systems Brand



新製品のU7650 VOCウェットオンウェットフィラー、 
スタンドブルーベースコート、K9600 VOC エクストリームプラスクリヤー
を使用することにより最短36分で作業が可能。

エクストリームシステムは類を見ないプロセス時間の新しい世界を切り開くシステムです。
更にエネルギー消費削減は究極の経済効果がある。
エクストリームシステム製品は60℃、40℃、20℃で乾燥ができる唯一の製品である。
これは予想以上に経済的効果と作業の柔軟性を生み出す。
BP工場の稼働状況によって、回転率を向上させる究極の速さからエネルギーの削減まで対応可能となる。

エクストリーム　スピード
エクストリームシステムは40℃または20℃で乾燥可能な唯一の製品である。
これは70%のエネルギーコスト削減が可能。

エクストリーム　エネルギー削減

アクサルタ特許の技術はスタンドックス
エクストリームシステムに
想像を超えた製品特性と過大な影響を提供する。

エクストリーム 最先端のテクノロジー

最速の乾燥性はブースの占有率を
大幅に削減する。
これは作業を大幅に効率化できる。
よって１日の処理台数を増やすことが可能。

エクストリーム 最高の処理台数

加速された乾燥時間は軽補修作業に有利。
エクストリーム 効率的なコスト

VOCエクストリームフィラーと
VOCエクストリームプラスクリヤーを
使用することによりお客様へプレミアムな
"1 Day Repair"サービスを提供可能。
預かった車をお客様へ１日もしくは数時間で
返却可能。これにより代車コストを削減可能。

エクストリーム サービスに焦点

スプレーブースは60℃まで
加温する必要はない。
40℃または20℃で乾燥可能なため
高額な設備投資は不要。

エクストリーム 新たな投資不要

エクストリームテクノロジーは充填能力に優れる。
このクリヤーは完全に素晴らしい光沢と速乾性を付与する。

エクストリーム　輝き
新しいＵ7650 VOCエクストリームウェットオンウェットフィラーは
最短フラッシュ５分でトップコートを塗装可能。
これにより作業効率を高めることが可能。

エクストリーム　電着交換パーツに最適

NEW!

エネルギー消費が
少ない
最速のシステム

新発売

新発売

・エックスプレス　プレップワイプU3000

・VOC エクストリームフィラー U7600
・スタンドブルーベースコート

・VOC エクストリームウェットオンウェットフィラー U7650

・スタンドクリル　VOC エクストリームプラスクリヤーK9600
新ラベル
Xtremeマークを追記

エクストリームシステム
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更にエネルギー消費削減は究極の経済効果がある。
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エクストリームシステム： 
スタンドックスVOC エクストリーム ウェットオンウェット フィラー U7650

アクサルタ コーティング システムズ 合同会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号　虎ノ門琴平タワー4F

■お問い合わせ

E-mail:info.jp@axalta.com  https://www.standox.com/jp

 製品の使用について-標準ウェットオンウェット仕様 

 
 

作業中は呼吸器系、皮膚および眼への炎症を避けるため、適切な防護服やマスク、安全メガネ等の保護具

を必ずご使用ください。 

  研磨・脱脂クリーニングし、スタンドックスエクスプレスプレップワイプ U3000 で処理された鋼板、 

  亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板。 

  よく研磨・脱脂クリーニングした塗装面。 

  研磨・脱脂クリーニングした OEM プライマー。 

  研磨・脱脂クリーニングした 2K ポリエステル製品。 

  サフェーサー ハードナー アクセラレーター 

  容量 重量 容量 重量 容量 重量 

  1 100 1 59 10% 11 

  U7650  4650 U7610  

     2K シンナー35-40 

  気温 30℃以上で湿度 50%以上の場合、U7610 の代わりに 2K シンナー35-40 を使用してください。 

  ポットライフ（20℃）：30 分-1 時間 

   

   口径 スプレー圧力  

  HVLP 1.3-1.6mm 0.7 バール 噴霧圧（ノズル） 

  規制適合（中圧） 1.3-1.6mm 1.5-1.8 バール 手元圧 

  1-2 コート 最終フラッシュオフ：5 分-8 時間 

    

  8 時間以内にオーバーコートする。 

  スタンドブルーベースコート＋クリヤーコート 

  スタンドクリル

スタンドブルーハードナー混合済みスタンドブルーベースコート＋スタンドックスVOCエクストリームクリヤーK9580

VOC トップコート ※溶剤ベースコートは使用できません。 

ＶＯＣ規制 2004/42/II B (c) (540) 540: この製品 (製品カテゴリー：ⅡB (c)) に対する欧州基準値は希釈済み塗料で

VOC が最大 540g/L です。希釈済みでこの製品の VOC 含有量は最大 540g/L です。 

NEW!

製品構成 

スタンドックス VOC エクストリーム W.O.W.フィラーU7650 

スタンドックス VOC エクストリーム W.O.W.フィラーハードナー4650 

スタンドックス フィラーアクセラレーターU7610 

スタンドックス 2K シンナー35-40 

 

An Axalta Coating Systems Brand


