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カラーグループ 正面 スカシ

白 ＭＩＸ５７０ ホワイト グレー（濁る） 強い白味

ＭＩＸ８７０ ホワイトＨＰ ― ―

ＭＩＸ８１０ エフェクトホワイト 黄味 青白味

黒 ＭＩＸ５７１ ディープブラック 赤黒味 赤黒味

ＭＩＸ８５４ ブラック 黄黒味 黄赤黒味

ＭＩＸ５６３ ブラック 青黒味 白黒味

ＭＩＸ５６４ ブラックトナー 青黒味 白黒味

ＭＩＸ８９７ スーパーディープブラック 鮮明な青黒味 鮮明な青黒味

Real Black リアルブラック 鮮明な赤黒味 鮮明な赤黒味

Deep Black ディープブラック 鮮明な青黒味 鮮明な青黒味

赤青 ＭＩＸ５８５ コバルトブルー 赤青味 赤白味

ＭＩＸ８８５ ラピスブルー 鮮明な赤青味 青赤味（深み有り）

青 ＭＩＸ５６２ ブリリアントブルー 青味 赤白味

ＭＩＸ８８６ オーシャンブルー 鮮明な青味 青味（深み有り）

ＭＩＸ８５９ ブルー 鮮明な青味 青味（深み有り）

ＭＩＸ５８８ アズールブルー 青黄味 赤白味

緑 ＭＩＸ５８９ グリーン 青緑味 青緑味（深み有り）

ＭＩＸ５７３ エメラルド 黄緑味 黄緑白味

黄 ＭＩＸ５８７ グリーンイエロー 緑黄味 緑黄白味

ＭＩＸ５７５ ブリリアントイエロー 黄味 黄白味

ＭＩＸ８８４ イエローＨＰ 青黄味 青黄味

ＭＩＸ５７７ ダークイエロー 赤黄味（濁る） 黄赤白味

ＭＩＸ５８０ イエロートナー 鮮明な赤黄味 赤味（深み有り）

ＭＩＸ５７４ オーカー 赤黄味（濁る） 強い白赤味

ＭＩＸ５８１ ゴールドイエロートナー 黄赤味 黒黄味（深み有り）

茶 ＭＩＸ５８２ カッパートナー ブラウン 白茶味

ＭＩＸ８８２ カッパー 鮮明なブラウン 黒茶味（深み有り）

赤茶 ＭＩＸ５６７ レッドオキサイド 強い赤味（濁る） 強い赤白味

マルーン ＭＩＸ５８６ ブリリアントレッド 黄赤味 黄白味

ＭＩＸ５８３ マルーン 青赤味 赤白味

ＭＩＸ８８３ マルーン 鮮明な青赤味 赤黒味（深み有り）

オレンジ ＭＩＸ５７９ オレンジ オレンジ 橙白味

ＭＩＸ８１５ ブリリアントオレンジ 鮮明なオレンジ 鮮明なオレンジ

赤 ＭＩＸ５６１ ルビーレッド 赤味（濁る） 黄赤白味

ＭＩＸ８６１ レッドＨＰ ― ―

ＭＩＸ８１６ クランベリーレッド 鮮明な(黄）赤味 (黄)赤黒味（深み有り）

ＭＩＸ８５７ コーラルレッド 鮮明な赤味 赤黒味（深み有り）

青赤 ＭＩＸ５７６ ブライトレッド 赤青味 青赤白味

ＭＩＸ８５６ スカーレット 鮮明な青赤味 青味（深み有り）

ＭＩＸ８１４ ブリリアントマゼンタ 青赤味 青赤味

紫 ＭＩＸ５６６ パープル 赤味 赤黒味

ＭＩＸ８５５ バイオレット 青味 青紫黒味（深み有り）

ＭＩＸ５６９ バイオレット 青味 青紫黒味（深み有り）

＊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。

粗さ シルバー正面 シルバースカシ 粒子の大きさ順 正面の白い順 ｽｶｼの白い順 特性

極細目 ＭＩＸ８１８ ｽﾍﾟｼｬﾙ ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌｧｲﾝＭ ブライト 細かい光輝感 12 11 3 極細目の球形アルミ 

ＭＩＸ５９５ シルバーエクストラファインＭ グレー 白味 11 12 1

細目 ＭＩＸ５９４ シルバーファインＭ ブライト 白味 9 10 2

ＭＩＸ８１３ プレステージシルバーＭ ブライト 白味 10 9 4 球形アルミ

中目 ＭＩＸ５９０ シルバーＭ ブライト 白味 7 8 5

ＭＩＸ８１２ シルバーダラーファインＭ 強いブライト 光輝感が強い 6 4 9 球形アルミ

ＭＩＸ８９２ シルバーダラーブライトファインＭ 強いブライト 光輝感が非常に強い 8 2 11 球形アルミ

中粗目 ＭＩＸ８９１ シルバーダラーブライトコースＭ 強いブライト 光輝感が非常に強い 5 1 12 球形アルミ

ＭＩＸ８１１ シルバーダラーコースＭ 強いブライト 光輝感が強い 3 3 10 球形アルミ

ＭＩＸ５９３ コースシルバーＭ ブライト 白味 4 7 6

極粗目 ＭＩＸ８１９ スペシャルシルバーコースM 強いブライト 光輝感が強い 2 5 8 極粗目の球形アルミ

ＭＩＸ５９８ ブライトシルバーＭ 強いブライト 光輝感が強い 1 6 7

メッキ調アルミ ＭＩＸ８９３ シルクシルバー 強いブライト 粒子感が少なく濃い - - - メッキ調アルミ

着色メタリック ＭＩＸ８０６ ゴールドＭ ゴールド ゴールド黒味 - - - 着色ゴールドメタリック

ＭＩＸ８９５ サンライズオレンジ オレンジ オレンジ黒味 - - - 着色オレンジメタリック

ＭＩＸ８８７ ダイヤモンドブルー ブルー ブルー黒味 - - - 着色ブルーメタリック *

JLM-９０６ ＳＰＦシルバー ブライト 細かい光輝感 - - - ＭＡＺＤＡ　４６Ｇ専用 *

 

漆黒性の高いブラック、正面、スカシ共に鮮明な赤黒味

着色顔料

MIX №　色名 特性

少量使用のみ　　標準の白

Ｍ／Ｐカラーには使用しない　とまりの良い白　　顔料分はＭＩＸ５７０の約１.３倍

透明度のあるホワイト、オパールカラーに使用

標準的なブラック

Ｍ／Ｐカラー専用ブラックでＭ／Ｐ原色と混ぜると正面に黄味、スカシに赤味

正面、スカシ共に青味の漆黒度の低いブラック

淡彩色の微調色用　顔料分はＭＩＸ５６３の１／１０

正面、スカシ共に鮮明な青黒味の、最も漆黒度の高いブラック

正面、スカシ共に青黄味があり、とまりの良いイエロー

青味があるブラックの漆黒性のあるブラック

正面、スカシ共に赤味の一番強いブルー

正面、スカシ共に濁った赤味のあるブルー

正面、スカシ共に赤味のあるブルー

深みのあるスカシの赤味の少ないブルー　MIX８５９より赤味が少ない

スカシの赤味の少ないブルー

正面は緑味が強く、スカシは赤白味のブルー

青味のグリーン

黄味のグリーン

緑味のイエロー

透明なイエロー

透明な深みのあるオレンジ

少量使用のみ　正面が赤味の強いイエロー

赤味のイエロー

少量使用のみ　標準的なオーカー

透明度のある黄色

透明度のある赤色

透明度のある赤色　ＭＩＸ５８２より透明性大

少量使用のみ　赤色酸化鉄　標準的な赤サビ

黄味のレッド

標準的なマルーン

鮮明な深みのあるマルーン

黄味のオレンジ

MIX №　色名

黄味のレッド

Ｍ／Ｐカラーには使用しない　黄味のレッド　顔料分はＭＩＸ５６１の２倍

透明な深みのあるレッド　ＭＩＸ８５７に近いが黄味有り

透明度の高いレッド

青味のレッド

透明な青味のレッド　ＭＩＸ５７６より青味が強い

透明な青味のレッド

赤味のバイオレット

透明な青味のバイオレット

淡彩色の微調色用　顔料分はＭＩＸ８５５の１／５

アルミニウム顔料



ホワイトタイプ 粗さ ３コートパールスカシ 粒子の大きさ順 正面の白い順 ｽｶｼの白い順 特性

ホワイト ＭＩＸ８３６ アーミンＰ 極細目 白味 4 3 1 干渉ホワイトパール

ＭＩＸ８２９ パールホワイトP 細目 黄白味 3 2 2 干渉ホワイトパール

ＭＩＸ８０１ ホワイトＰ 中目 赤黒味 2 1 3 干渉ホワイトパール

ＭＩＸ８２６ サテンホワイトＰ 粗目 白味 1 - - 干渉ホワイトパール

着色タイプ 粗さ 正面

ＭＩＸ８０４ レッドＰ 細目 レッドパール

ＭＩＸ８０５ チヂアンレッドＰ 中目 レッドパール

ＭＩＸ８２７ サテンレッドＰ 粗目 レッドパール

ブラウン ＭＩＸ８２８ ブラウンＰ 中目 ブラウンパール

ＭＩＸ８４４ サテンカッパーＰ 粗目 ブラウンパール

グリーン ＭＩＸ８２３ モスグリーンＰ 中目 ブルーグリーンパール

干渉タイプ 粗さ 正面

ブルー ＭＩＸ８３９ サファイアブルーＰ 細目 赤味ブルー

ＭＩＸ８２５ アクアマリンＰ 中目 赤味ブルー

ＭＩＸ８０３ ブルーＰ 中目 黄味ブルー

ＭＩＸ８４５ サテンブルーＰ 粗目 赤味ブルー

グリーン ＭＩＸ８２４ ライトグリーンＰ 中目 グリーン

ＭＩＸ８４６ サテングリーンＰ 粗目 グリーン

イエロー ＭＩＸ８０２ イエローＰ 中目 イエロー

ＭＩＸ８４３ サテンゴールドＰ 粗目 イエロー

レッド ＭＩＸ８３１ レッドＰ 中目 ピンク

バイオレット ＭＩＸ８２１ アメジストＰ 細目 バイオレット

ガラスフレーク ＭＩＸ８８８ スパークルクリスタル 粗目 薄い黄色

カラーグループ 正面 スカシ

ＭＩＸ００８ メタリックアディティブ グレー（濁る） 白く、光輝感増加

ＭＩＸ５９９ スタビライザー

正面 スカシ

ＫＡ６７０ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾏｾﾞﾝﾀ - -
ＫＡ６７１ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾚｯﾄﾞ - -
ＫＡ６７２ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾏﾙｰﾝ - -
ＫＡ６７３ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ - -
ＫＡ６７４ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾚｯﾄﾞ - -
ＫＡ６７５ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾌﾞﾙｰ - - カラークリヤー専用色　深みのあるスカシに赤味のある青

ＫＡ６７６ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾚｯﾄﾞ - -
ＫＡ６７７ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾌﾞﾙｰ - -
ＫＡ６７８ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾏﾙｰﾝ - -
ＫＡ６７９ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ　ﾌﾞﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ - - カラークリヤー専用色　KA678より深みのある赤（マールン）

ＫＡ６８０ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ　ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄｵﾚﾝｼﾞ - - カラークリヤー専用色　深みのあるオレンジ

ＪＬＭ-９０７ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ - -
ＪＬＭ-９０８ ｸﾘﾔｰｺｰﾄｱﾃﾞｨﾃｨﾌﾞ  ﾌﾞﾙｰ1 - -

MIX №　色名 特性

パール・マイカ・ガラスフレーク顔料

MIX №　色名

MIX №　色名 特性

着色レッドパール

着色レッドパール　ＭＩＸ８０４よりスカシが深い　

干渉グリーンパール　ＭＩＸ８２４より粗く、光輝感が強い　　

着色レッドパール　ＭＩＸ８０５より粗く、光輝感が強い　

着色ブラウンパール

着色ブラウンパール　ＭＩＸ８２８より粗く、光輝感が強い　　

着色パール

干渉ブルーパール　ＭＩＸ８２５より正面赤味が強くスカシ白い　　

干渉ブルーパール

干渉ブルーパール

干渉ブルーパール　ＭＩＸ８０３より粗く、光輝感が強い　　

干渉グリーンパール

KA番号　色名 特性

干渉イエローパール

干渉イエローパール　ＭＩＸ８０２より粗く、光輝感が強い　　

干渉レッドパール

干渉バイオレットパール

光輝感の強いシャンパン色ガラスフレーク

その他

MIX №　色名 特性

Ｍ／Ｐ顔料の配列をコントロール　光輝感を増加させる　　添加量最大１５％まで

主に３コートパールに使用

クリヤーコートアディティブ

カラークリヤー専用色　深みのある赤味のある青（MIX562に近い）

クリヤーコート
アディティブ

カラークリヤー専用色　深みのある青味の赤（KA674より青味）

カラークリヤー専用色　粗目のレッドパール(MIX827に近い）

カラークリヤー専用色　深みのあるマルーン

カラークリヤー専用色　深みのある黄味の赤

カラークリヤー専用色　深みのある青味の赤

カラークリヤー専用色　深みのある赤（KA673とKA674の中間の色）

カラークリヤー専用色　深みのある赤味の少ない青

カラークリヤー専用色　KA672より深みのあるマルーン

カラークリヤー専用色　深みのあるバイオレット


