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本　社　〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1　TEL（03）5711-8903　FAX（03）5711-8933

■ 北海道販売部
〒061-3244 北海道石狩市新港南2丁目718-4
TEL（0133）64-2424　FAX（0133）64-5757

■ 東北販売部
〒983-0004 仙台市宮城野区岡田西町3-40(KSCビル)
TEL（022）287-2721　FAX（022）288-7073

■ 北関東信越販売部
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2-24
（センターズビルディング1F）
TEL（028）637-8200　FAX（028）637-8223

■ 松本営業所
〒390-0833 長野県松本市双葉10番22号
（双葉町ビルB棟2階202号）
TEL（0263）26-3377　FAX（0263）26-3322

■ 新潟営業所
〒950-0088 新潟市中央区万代5丁目7-2
(シアース万代 西309)
TEL（025）246-3347　FAX（025）241-9442

■ 前橋営業所
〒371-0804 前橋市六供町1丁目13-1（ＹＫ第1ビル）
TEL（027）243-0388　FAX（027）243-0396

■ 東京販売部
〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1
TEL（03）5711-8903　FAX（03）5711-8933

■ 横浜営業所
〒235-0036 横浜市磯子区中原1丁目2-31-204
TEL（045)761-7390　FAX（045）761-7395

■ 川越営業所
〒350-1123 川越市脇田本町13-22（仲ビル5F）
TEL（049)243-4351　FAX（049）243-4356

■ 静岡営業所
〒422-8008 静岡市駿河区栗原12-9
TEL（054）262-4747　FAX（054）262-0330

■ 中部販売部
〒460-0007 名古屋市中区新栄1丁目29-25
TEL（052）262-0921　FAX（052）262-0981

■ 三重営業所
〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1804-5
TEL（059）397-3313　FAX（059）397-4887

■ 大阪販売部
〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目6-14
TEL（06）6203-5701　FAX（06）6203-5603

■ 神戸営業所
〒650-0022 神戸市中央区元町通6丁目1-8
(東栄ビル702)
TEL（078)367-1281　FAX（078)367-1283

■ 北陸営業所（金沢G）
〒924-0013 石川県白山市番匠町50-1
TEL（076)275-7200　FAX（076)275-7900

■ 北陸営業所（富山G）
〒930-0004 富山市桜橋通り2-25
（富山第一生命ビル）
TEL（076)432-0109　FAX（076)432-0189

■ 中国販売部
〒732-0052 広島市東区光町1丁目12-16
TEL（082)262-7101　FAX（082)264-3285

■ 岡山営業所
〒700-0972 岡山市北区上中野1-16-2
TEL（086)245-9455　FAX（086)245-9460

■ 四国販売部
〒763-8510 香川県丸亀市土器町北2丁目88
TEL（0877)24-5484　FAX（0877)24-4950

■ 高知営業所
〒780-8007 高知市仲田町2-28
TEL（088)831-1577　FAX（088)831-2528

■ 九州販売部
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目5-8
TEL（092)411-9901　FAX（092)441-3339

■ 北九州営業所
〒807-0811 北九州市八幡西区洞北町2-10
TEL（093)601-1336　FAX（093)601-1371

■ 熊本営業所
〒861-4101 熊本市南区近見8丁目14-66
TEL（096)358-4011　FAX（096)358-4014

■ 鹿児島営業所
〒891-0113 鹿児島市東谷山1-73-13
TEL（099)266-2960 　FAX（099)266-2962

■ 沖縄営業所
〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客3丁目9-1
（勢理客産業ビル4F）
TEL（098)870-8782　FAX（098)870-8652

“労働環境の改善”と“生産性の向上”のコラボレーション

水性塗料は新たなステージへ

KANSAI PAINT
AUTOMOTIVE
REFINISH
COATINGS

The evolution of
ECO paint products
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自動車補修業界の未来の創造と
それを支える人
そして地球環境のために

1918年の創業からもうすぐ100年。

関西ペイントはあらゆるフィールドで時代に求められる

製品づくりを実直に進めてきました。

今までもそしてこれからも関西ペイントは

業界のフロントランナーとして進化し続けます。

会社概要　　2017年３月期

社　　　名　　関西ペイント株式会社
設　　　立　　1918年5月17日
資　本　金　　25,658百万円
代表取締役　　社長　石野　博
売　上　高　　単体　1,449億円　　連結　3,302億円
従 業 員 数　　単体　1,471名　　　連結   14,828名 
関 連 会 社　　連結会社   108社　　  持分法適用会社　41社
事 業 内 容　　・各種塗料の製造、販売
　　　　　　　・配色設計
　　　　　　　・バイオ関連製品および電子材料関連製品の
　　　　　　　 製造・販売

地域別売上げ

日本 インド アジア
アフリカ その他

46%

23%

17%

8%
6%

製品分野別売上げ

自動車および自動車補修
建築

工業
船舶・鉄構 その他

国内新車向け塗料シェア

(自社調べ)

50%

(自社調べ)

国内自補修市場シェア

34%

関西ペイント事業概況　　2016年度

38%

25%

26%

6%
5%
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自動車補修作業に使用される溶剤塗料やシンナー。

その危険性を低減する様々な法規制。

作業者の安全と周辺環境への配慮は自動車補修業界において

最も重要な課題です。

魅力ある自動車補修業界の未来のために、今我々に求められることは

法規制に対する「正しい知識」そして「正しい判断」だと

関西ペイントは考えます。

コンプライアンス
の推進

周辺環境に
配慮した工場

労働環境の改善

人材の確保
魅力ある業界へ

作業者の安全と
周辺環境への配慮

今我々に求められる「正しい判断」

作業者の安全衛生に関する法規制が
強化されています

厚生労働省は、「有害物ばく露作業報告制度」に基づき、リスク評価
を実施し、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質
については、必要な規制を実施しています。

対象物質の含有量が規制量を超えた製品を製造、又は取扱う業務
に健康障害防止措置が義務づけられました。

<自補修塗装作業に関する主な法規制>

2013年  1月 　エチルベンゼン、コバルト 等
2014年11月 　スチレン、メチルイソブチルケトン 等
2015年11月 　ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー
2017年  1月 　オルトートルイジン

対象物質

※一部には経過措置があります。

・作業の記録および保存（30年）の実施
・特定化学物質の特殊健康診断の追加
・作業環境測定の対象物質の追加
・掲示の追加　・その他措置　実施

・呼吸用保護具 人数分以上の備え付け
・発散抑制措置の追加
・不浸透性床の設置（コバルトのみ）
・特定化学物質作業主任者の選任

主な健康障害防止措置義務

消防法の制定

ＰＲＴＲ法(化学物質排出把握管理促進法)

ＶＯＣ規制(改正大気汚染防止法)

1948

1972

2004

2010

2013

2014

2015

2016

2017

有機溶剤中毒予防規則

改正特定化学物質障害予防規則

改正特定化学物質障害予防規則

改正特定化学物質障害予防規則

化学物質リスクアセスメント

改正特定化学物質障害予防規則

改正化学物質リスクアセスメント

特定化学物質障害予防規則等が改正
2013年・14年・15年・17年

化学物質リスクアセスメントの義務化
「有機則」「特化則」など特別規則の対象とされていない化学物質の
うち、一定のリスク(ＧＨＳ区分にて判定)があるものについて、“危険
性または有害性等の調査(リスクアセスメント)”および対策の強化
が事業者に義務づけ（対象物質は2017年3月に27物質追加、更に
2018年7月に10物質追加予定）。

2016年
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関西ペイント（株）自動車補修製品技術部
中澤 亮介 

スチレンフリー

関西ペイントは
労働環境の改善を応援します
国内法規制対応と作業効率向上を実現

上塗から下地まで、そして乗用車から大型車まで関西ペイントはあらゆる
ニーズに対応した環境配慮型製品ラインアップを展開しています。

KANSAI PAINT ECO PRODUCTS

「レタンＰＧエコシリーズ」は「国内法規制対応※」と「作業効率向上」を
両立したトータル塗装システムです。 ※ＰＲＴＲ法・特化則に対応。

初代ECOパテ（バンパーパテDS）の開発
から10年。試行錯誤を繰り返し、「ECO
パテ」は第3世代である「ECOパテ2」へ
リニューアル。製品改良とラインアップの
強化で年間を通じてより安定した作業性
を目指しました。

ECOパテ2への
リニューアル

今回リニューアルした「ECOパテ」シ
リーズは、画期的な環境配慮型製品と
して、2015年（一社）大阪工研協会の
「工業技術賞」を受賞。特化則の対象で
あるスチレンを含まない「ECOパテ」
は、鈑金塗装工場の労働環境改善に寄
与する製品として注目を集めています。

大阪工研協会
「工業技術賞」を受賞

「ECOパテ2」は、エコ製品のパイオニア
である関西ペイントが提案する高作業性
スチレンフリーパテです。他にも、有害物
質であるクロムを除去した「ノンクロムプ
ライマー」や大型車輌向け「レタンPGエコ
フリート WRシステム」などもあり、今後も、
労働環境の改善につながる人にやさしい
製品開発を進めていきたいと思います。

労働環境の改善を

水性エコクリーナー
2石エコクリーナー
レタンＰＧエコクリーナー
エコクリーナー
ＳＡＴエコクリーナー

脱脂剤

レタンＷＢエコ EV
レタンＰＧハイブリッドエコ
レタンＰＧハイブリッドエコ ＨＳシステム
レタンＰＧエコ マルチホワイト
レタンPGエコフリート WRシステム

カラーベース

レタンPGエコ  シンナー
レタンPGエコ  ＨＳシンナー
エコラッカーシンナー

シンナー

レタンＷＢエコ プラサフ
COODE フィラー
COODE W/Wプライマープラス
レタンＰＧハイブリッドエコフィラー2

プラサフ

レタンＰＧエコ ＨＳクリヤー
レタンＰＧエコ ＲＲクリヤー
レタンＰＧエコ クリヤーＨＸ

クリヤー
ECOパテ2 ST・LV（鈑金・中間・ポリ）
ECOバンパーパテ2
AGエコ コンビネーションフィラー

パ テ

ノンクロムプライマー

プライマー

鈑金ベース ポリベース中間ベース

ECOパテシリーズ（鈑金・中間・ポリ）リニューアル

DEVELOPER’S VOICE

関西ペイント水性ベースコート
レタンWBエコ EV

関西ペイント環境配慮型溶剤塗料
レタンPGハイブリッドエコ 従来の溶剤塗料

2015年　　改正特化則

改正特化則
2016年　　化学物質リスクアセスメント ハザードレベル 低 ハザードレベル 中 ハザードレベル 高

ハザードレベル 低 ハザードレベル 中 ハザードレベル 高

2004年　　PRTR法 ○ ○
１９48年　　消防法 ◎ ○

2010年　　国内VOC規制 ◎ ○
2013年　　改正特化則 ○○
2014年　　改正特化則 ○○

○○

○

ー
ー

ー
ー
ー
ー

ー○

■ 国内法規制対応状況

2017年
改正化学物質リスクアセスメント

研磨性向上とLV（低粘度）タイプを追加設定

■ 関西ペイント自動車補修システムの変遷

20102004 2016 20172001 2005 2013 2014 20152008

「レタンPGエコシリーズ」の展開

「レタンPGエコシリーズ」の展開「レタンPGハイブリッド」の発売

「レタンPGエコシリーズ」の展開

水性ベースコート「レタンWBエコ EV」の発売

「レタンPGハイブリッドエコ」の展開

特化則の改正VOC規制PRTR法

「レタンPGハイブリッドエコ HSシステム」の展開

水性ベースコート「レタンWBエコベース」の発売

「レタンPGエコフリート WR」の展開

化学物質リスクアセスメント（改正）
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DEVELOPER’S VOICE

関西ペイント水性ベースコート
レタンWBエコ EV

関西ペイント環境配慮型溶剤塗料
レタンPGハイブリッドエコ 従来の溶剤塗料

2015年　　改正特化則
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■ 国内法規制対応状況

2017年
改正化学物質リスクアセスメント

研磨性向上とLV（低粘度）タイプを追加設定

■ 関西ペイント自動車補修システムの変遷

20102004 2016 20172001 2005 2013 2014 20152008

「レタンPGエコシリーズ」の展開

「レタンPGエコシリーズ」の展開「レタンPGハイブリッド」の発売

「レタンPGエコシリーズ」の展開

水性ベースコート「レタンWBエコ EV」の発売

「レタンPGハイブリッドエコ」の展開

特化則の改正VOC規制PRTR法

「レタンPGハイブリッドエコ HSシステム」の展開
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「レタンPGエコフリート WR」の展開

化学物質リスクアセスメント（改正）
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お客様の声に耳を傾ける
水の基本的特性への挑戦が始まる

国産水性塗料のフロントランナーとして

関西ペイント（株）
自動車補修製品技術部　
平野 昌典 

関西ペイントは、２００８年「レタンWBエコベース」を経て、２０１５年「レタンWBエコ EV」
を発売。従来の水性塗料の課題であった仕上り品質と作業性が飛躍的に進化。
水性塗料のイメージが変わります。

■ 各塗膜上に水を滴下したときのヌレ状態の比較

レタンWBエコ EV
塗装直後

従来水性塗料
塗装直後

セッティング後 セッティング後

まず考えたのは、塗りやすさの向上で
す。水は、その基本的特性から表面張
力が非常に高く、素地ヌレ性が劣りま
す。そこで、溶剤塗料のようになじみ広
がるよう塗膜の表面特性を改質。塗り

重ねても塗装肌は平滑になり、塗りツ
ヤも出るため、仕上り品質の向上と使
用量低減に繋がります。また、手直しの
しやすさも改善。塗膜を高密度、高硬
度化することでゴミ取り作業性を向上。

粘性コントロール技術投入や各種サ
ポートシステムとの組み合せで、今ご
使用の溶剤塗料と変わらない塗装感
覚を達成できたと思っています。

私たち関西ペイントは、日本のお客様
の求めるクオリティを理解しているか
らこそ、日本市場に求められる仕上り
品質と作業性の両立を目指して、一丸
となって機能目標達成に邁進しました。
そして今後も、お客様のご要望にお応
えできる製品づくりに挑戦し続けます。
開発チームの叡智を結集して作り上げ

た「レタンWBエコ EV」。既に水性塗
料を導入されているお客様は当然のこ
と、まだ水性塗料を使ったことのない
お客様にもぜひ体感していただきたい。
作業性を追求した新たな水性塗料「レ
タンWBエコ EV」との出会いを心から
願っています。

DEVELOPER’S VOICE

そして、水性塗料は
新たなステージへ
実績が証明する高い生産性。国内法規制に対応。
進化を続ける水性ベースコート

各種乾燥機・ツール

従来水性塗料

溶剤塗料

作業時間比較

100

85

78

72

68

シルバー塗色　カラーベース～クリヤー工程含む

「作業時間の短縮」と「塗料コストの低減」を実現しました。

塗料コスト比較

溶剤塗料

1.00

従来
水性塗料

1.73

シルバー塗色　カラーベース～クリヤー工程含む
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「レタンWBエコ EV」導入ユーザー様マップ

多くのユーザー様に「レタンWBエコ EV」を
ご使用いただいています。

EVEV

EV

EV

EV

EV

EV
EV

EV
EV

EV
EV
EV

EVEV
EV
EV

EV

EV
EVEV EV

07  /   KANSAI PAINT KANSAI PAINT   /  08



お客様の声に耳を傾ける
水の基本的特性への挑戦が始まる

国産水性塗料のフロントランナーとして

関西ペイント（株）
自動車補修製品技術部　
平野 昌典 

関西ペイントは、２００８年「レタンWBエコベース」を経て、２０１５年「レタンWBエコ EV」
を発売。従来の水性塗料の課題であった仕上り品質と作業性が飛躍的に進化。
水性塗料のイメージが変わります。

■ 各塗膜上に水を滴下したときのヌレ状態の比較

レタンWBエコ EV
塗装直後

従来水性塗料
塗装直後

セッティング後 セッティング後

まず考えたのは、塗りやすさの向上で
す。水は、その基本的特性から表面張
力が非常に高く、素地ヌレ性が劣りま
す。そこで、溶剤塗料のようになじみ広
がるよう塗膜の表面特性を改質。塗り

重ねても塗装肌は平滑になり、塗りツ
ヤも出るため、仕上り品質の向上と使
用量低減に繋がります。また、手直しの
しやすさも改善。塗膜を高密度、高硬
度化することでゴミ取り作業性を向上。

粘性コントロール技術投入や各種サ
ポートシステムとの組み合せで、今ご
使用の溶剤塗料と変わらない塗装感
覚を達成できたと思っています。

私たち関西ペイントは、日本のお客様
の求めるクオリティを理解しているか
らこそ、日本市場に求められる仕上り
品質と作業性の両立を目指して、一丸
となって機能目標達成に邁進しました。
そして今後も、お客様のご要望にお応
えできる製品づくりに挑戦し続けます。
開発チームの叡智を結集して作り上げ

た「レタンWBエコ EV」。既に水性塗
料を導入されているお客様は当然のこ
と、まだ水性塗料を使ったことのない
お客様にもぜひ体感していただきたい。
作業性を追求した新たな水性塗料「レ
タンWBエコ EV」との出会いを心から
願っています。

DEVELOPER’S VOICE

そして、水性塗料は
新たなステージへ
実績が証明する高い生産性。国内法規制に対応。
進化を続ける水性ベースコート

各種乾燥機・ツール

従来水性塗料

溶剤塗料

作業時間比較

100

85

78

72

68

シルバー塗色　カラーベース～クリヤー工程含む

「作業時間の短縮」と「塗料コストの低減」を実現しました。

塗料コスト比較

溶剤塗料

1.00

従来
水性塗料

1.73

シルバー塗色　カラーベース～クリヤー工程含む

1.22
EV

※2017年10月現在
EV

EVEVEVEVEV

EV

EV

EV

EV

EV

EVEVEV
EV

EV
EV

EV
EV

EVEV
EV
EV

EV

EVEVEVEV

EV

EV

EVEV
EVEV

EV

EV

EVEVEVEV
EVEVEV

EV

EVEVEV

EV
EVEV

EVEV EVEV

EVEVEV

EV

EVEV

EV

EV

EV

EVEV

EV

EV EV
EV

EV

EVEVEVEVEV

EV

EVEV

EV

EVEV
EV
EVEV

EV
EVEV EV

EV

EV

EVEV
EVEV
EV

EVEV

EV
EVEV

EV

EV

EV

EVEV

EV

EV
EV

EV

EVEV

EV

EV
EV

EV

EV

「レタンWBエコ EV」導入ユーザー様マップ

多くのユーザー様に「レタンWBエコ EV」を
ご使用いただいています。

EVEV

EV

EV

EV

EV

EV
EV

EV
EV

EV
EV
EV

EVEV
EV
EV

EV

EV
EVEV EV

07  /   KANSAI PAINT KANSAI PAINT   /  08



自動車補修業界の先を見据えて、
お客様と社員の安全を優先

信頼され、存在価値ある
企業となるため、
水性塗料の取り組みを
スタートしました。

当社は昭和50年に創業し、鈑金塗装の
他にも車検整備や新車販売、レンタ
カーなど幅広く事業を展開しています。
水性塗料は「レタンWBエコ EV」の前
モデル、「レタンWBエコベース」から
導入しています。初めて水性塗料を取
り入れたのは現場責任者からの声が
きっかけ。労働安全・周辺環境の観点
から有機溶剤に対する法規制が厳しく
なってきた頃、「そろそろ水性塗料に切
り替えていくのはどうですか？」と社員
が申し出てきたのです。それを受けた

私は経営者としてコスト面など考慮し
ながら、社員の意見を信じて水性塗料
導入を決断。私自身も元は現場作業者
であり、日頃から社員と同じ目線で物

事の本質を見極めることを大切にして
います。だから「現場の声や力が会社
を動かす」という確信があったのです。
水性塗料導入は当社の新たな挑戦で
した。新しい塗料を使用することに戸
惑いもありました。しかし、現場の社員
は非常に前向きで、導入に向けて関西
ペイント研修センター(ARC)で水性塗
料の特性を学び、導入後も定期的に情
報交換会を行い、問題点をひとつひと
つ解決できたこともスムーズな導入に
繋がりました。

当社は現在会長である私の父が昭和
40年に創業し、私は三代目になります。
幼い頃から工場で働く父の姿を見てい
て、乗り物がとても好きな幼少時代を
過ごしました。当時から綺麗好きな父
の性格の表れか、工場内は工具が散ら

ばっていることもなく整理整頓がなさ
れていました。現在の工場も父を見習
い、日頃から工場内をきれいに保つ心
がけをするよう社員にも伝えています。
水性塗料の導入は3年ほど前から考え
ていました。カーメーカーがVOC排出
削減と水性塗料採用拡大の動きを見
せたことや、「5年後、10年後の業界は
どうなるのか」を考えると、人体の健康
と地球環境に配慮している水性塗料を
取り入れることは必要不可欠だと感じ
ていたからです。さらに、補修後の車に

乗ったお客様が、かすかに残る溶剤塗
料のにおいに敏感に反応されていた様
子を目の当たりにして、お客様の安心
と安全のためにも水性塗料導入はすぐ
にでも取り組りみたい最優先事項で
した。

水性塗料導入のきっかけは、現場社員からの声 水性塗料導入の背景は、環境とお客様への配慮

変わり続ける時代の中で、プロである誇りを忘れない。 地元・山梨の環境と人を大切にする企業に。

当社の経営方針は「人に地球にやさし
い、クルマ社会」。その理念を具現化し、
次代に存続価値のある企業を常に考

え、創業3年目には塗装ブースを設け
るなど様々な取り組みを推進してきま
した。今後も自動車補修業界は年々厳
しくなる法規制に伴い、業界の体質も
変わっていくことと思います。そんな中、
補修作業を行うプロとして先見性を持
ち、変化を恐れないことは会社経営に
おいて欠くことのできない要素だと考
えています。今後もクルマ社会と環境
を見つめ続ける、次代を先進する企業
でありたいと思います。

水性塗料の導入環境を整え、「レタン
WBエコ EV」を導入してから2ヶ月が
経ちました（2016年4月現在）。現在は
パネルなどの小さなパーツから水性塗
料を使用した塗装工程を踏み、ゆくゆ
くは水性塗料使用率100%を目指して
います。導入後は現場の技量と生産性
についての懸念はありましたが、何よ
りもお客様や現場作業者の人体への
負担が軽減されていることに経営者と
しての思いを新たに感じています。

この先も自動車補修業界を生き残るた
めに、環境や人体への配慮を軽視する
ことはできません。まずは、この山梨と
いう大切なふるさとの環境保全、周り
の方々の安全と健康への意識を高め
て、世の中に必要とされ社会貢献でき
る企業を目指したいと思います。

所在地 ： 大阪府大阪市
創　業 ： 1975年
ＥＶ導入時期 : ２０１５年４月

三共自動車株式会社
所在地 : 山梨県南アルプス市
創　業 : 1965年
ＥＶ導入時期 : ２０１6年2月

有限会社オザワボディーサービス

三共自動車株式会社
代表取締役社長　西岡 友一 様

有限会社オザワボディーサービス
代表取締役　小澤 明 様

CUSTOMER’S VOICE
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CUSTOMER’S VOICE
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近年増える「耐スリ傷性クリヤー」採用
車。このクリヤーはガラスのような硬さ
を持ち、その一方でゴムのような柔軟
性も兼ね備えているため、キズが付い
ても自然に修復される特殊な性質があ
ります。トヨタ自動車（株） 新耐スリ傷

性向上クリヤー「Se l f - r e s t o r i n g  
Coat」に対応した「レタンPGエコ マ
ルチダイヤモンドクリヤーQ」は、圧倒
的な乾燥性と高い磨き性を実現した高
生産性耐スリ傷性クリヤーです。

トータルシステムで実現できること
COODEシステム

生産性を追求する

関西ペイントは、上塗と下地のコーディネート役である中塗工程に注目。
COODEシステムは2つのラインアップで様々な修理シーンに対応。修理品質の適正化と作業時間短縮の両立を実現します。

耐スリ傷性クリヤーの補修作業時間短縮
レタンＰＧエコ マルチダイヤモンドクリヤーＱ

・修理品質の適正化
・通常クリヤーと変わらない乾燥性(２０分/６０℃)導入効果

・修理品質の適正化(防錆・仕上り)
・修理にあわせた最適仕様（ウエットオンウエット等）によるトータル作業時間の短縮
・ＥＬＳ(Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｌｉｇｈｔｎｅｓｓ Ｓｙｓｔｅｍ)による水性塗装時間の短縮（最大３５％）

導入効果

電着塗膜研磨による
鉄露出部への
防錆効果

従 来 COODE W/W
プライマープラス

上塗のような
塗装感と平滑な肌

従 来 COODE W/W
プライマープラス

電着塗膜の保護 UV
UV

従 来 COODE W/W
プライマープラス

電着塗膜研磨による
フェザーエッジに
対するシール性

従 来 COODE W/W
プライマープラス

交換修理に求められる中塗性能を追
求。塗装仕様をノンサンディング・
ウェットオンウェットに特化。仕上りと
トータル作業時間の短縮の両立を可
能としました。

パーツ交換修理に最適な多用途プライマー

低温時から高温時まで年間を通して
高い厚付け性を確保。ボカシ際のミス
トナジミと研磨性の両立で上塗仕上り
性を大幅に向上しました。

一般鈑金修理に最適なハイパフォーマンスプラサフ

※ この色見本は印刷ですので、実際の色合いとは多少異なります。

上塗にあわせた明度バリエーションの設定

カラーベース 従来プラサフCOODE W/Wプライマープラス 電着塗膜 鋼板

COODE W/Wプライマープラスによる電着パーツ修理品質の適正化

・光熱費低減
・磨き時間短縮最適クリヤー導入効果

環境配慮型クリヤーラインアップに新
規クリヤーが追加。「レタンＰＧエコ ＨＳ
クリヤーＧ」は、低VOCと高生産性を
追求しました。自社に合ったクリヤーを
選択することは、生産性向上の第一歩
です。

製品名選択ポイント

最適なクリヤーを選ぶ
レタンPGエコ HSクリヤーG

【最適なクリヤーを選ぶ主な要素】

レタンPGエコ
HSクリヤー シリーズ

レタンPGエコ 
クリヤーHX シリーズ

レタンPGエコ
RRクリヤー シリーズ

強制乾燥性・高光沢・なじみ・バンパー塗装

高光沢・仕上り肌・タレ性・磨き性

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ・磨き性

塗装感

肉持ち・高仕上り

指触乾燥性・磨き性

常温乾燥性・バランス重視

レタンPGエコ HSクリヤー Q

レタンPGエコ HSクリヤー G

レタンPGエコ クリヤーHX（Q）

レタンPGエコ クリヤーHX（M）

レタンPGエコ RRクリヤー 215

レタンPGエコ RRクリヤー 210

レタンPGエコ RRクリヤー 510

レタンPGエコ RRクリヤー 310

ELS(Excellent Lightness 
System)は、最適な明度中
塗と「レタンWBエコ ＥＶ」を
組み合わせることで簡単に
工程（実用）隠蔽を実現する
システムです。

乾燥条件塗装感 バンパー塗装磨き性光　沢

・法規制対応
・高仕上りの追求
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コンピューターカラーマッチングの進化と可能性
AIカラーシステム

国内生産台数ベースでの関西ペイ
ントシェアは５0％(自社調べ)。日本
で走る車の２台に1台は関西ペイン
トの新車向け塗料が塗られているこ
とになります。
私の所属するカラーデザインを行う
研究所では魅力的なカラーを開発す
るとともに、数年先のカラートレンド
を予測した「アドバンスカラー」を自
動車メーカー様に対し、提案してい
ます。「市場にどんな製品が出て、ど

う展開しているのか」。その背景には
必ず戦略があり、社会の動向が深く
関係しています。自動車の場合は、車
格によってもトレンドが違います。私
たちはそういった色に関するニーズ
の変化を敏感に察知し、経験とテク
ノロジーを駆使し「アドバンスカ
ラー」を導き出していきます。当然、
製造ラインでの作業性やコストを考
慮することも重要です。

新車向け塗料の開発で培ったノウハ
ウは、関西ペイントの自補修塗料にも
生かされています。色材や補修配合の
検討にはじまり、CCM（コンピュー
ターカラーマッチング）研究の分野ま
で。総合塗料メーカーであることこそ、
関西ペイントの強みだと考えます。

新車向け塗料と自動車補修塗料カラートレンドをキャッチする

関西ペイントコンピューター調色システムのあゆみ

関西ペイントがコンピューターによる自補修調色支援システムの開発を始めたのは今から30年も前のことです。
そして、初代カラーセンサーシステムを１９９０年に発売し、その後も、途切れることなく綿々と改良を続けてきました。
関西ペイントは、これからもＣＣＭの可能性を追求し続けます。

関西ペイント（株）ＣＤ研究所　前田 賢司

■ コンピューター調色で近似配合を指示
■ 過去の調合履歴を反映（ＩＫ配合の蓄積）
■ 常に最新の情報にアクセス
■ グループ内でのデータ共有
■ 誰でも簡単に操作が可能
■ さまざまな便利機能を搭載

AIカラーシステムでできること
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日本車の２台に１台は関西ペイントの塗料

国内乗用車 カラートレンド

History

DEVELOPER’S VOICE

長年の経験と知識が必要とされる調色工程。
AIカラーシステムは、カラーセンサーと関西ペイントの最先端情報技術を
組み合わせたコンピューター調色システムです。
熟練者・新人にかかわらず誰もが活躍できる職場、
そして調色作業の標準化と調色時間の短縮を目指します。
ＡＩカラーシステムからボディーショップのイノベーションがはじまります。

ミニカラーセンサーＺ ＦＡステーション BVセンサーシステム ＢＶターミナルセンサーシステム AIカラーシステム

1990 1996 2003 2008・2013 2017

A Iカラーシステムが目指すこと

※自社調べ

調色作業の標準化と調色時間の短縮

１台あたりの平均調色回数１台あたりの平均調色回数

5回 から 2回へ

調色作業の標準化
1ヶ月あたりの調色作業時間1ヶ月あたりの調色作業時間

約60 削減
調色時間の短縮
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オートリフィニッシュセンター（ARC）

オートリフィニッシュセンター(ARC)で
は、豊富な経験と知識を持つ専任の講
師陣をそろえて、様々な研修を開催。
「映像を利用した基礎動作トレーニン
グの徹底」「失敗から学ぶ」という教育
方針のもとに、少人数の定員制で研修
成果の向上に努めています。塗装、調
色に関しての新人教育から中堅技術者

の技術向上、更にはお客様の社内イン
ストラクターの育成にも適しています。

関西ペイントのサポート体制

人材の計画的育成に向けて

テクニカルサービス

生産性向上に向けたお客様の困りごと
は多種多様です。現場でしか解決でき
ないことは、現地でのテクニカルサー
ビスで対応。PDCAサイクルを用いた
ソリューションスタイルで、お客様の改
善活動をアシストします。なお、テクニ
カルサービスは、オートリフィニッシュ
センター(ARC)の受講とセットで取り
組むことが効果的です。

生産性向上には、作業者個人の技術力
向上と同時に、修理工程全体の最適化
も重要です。工場診断システムは、工場
全体の「理想」と「現状」の生産性ギャッ
プを解析。お客様とともに改善ポイント
を見つけ出していきます。また、水性塗
料導入プログラムも展開。水性塗料導
入をご検討のお客様から、高い評価を
いただいております。

現場でしか解決できないこともある

工場診断システム・水性塗料導入プログラム
自社の生産性は理想的か？
水性塗料の導入に向けた課題は？

ARC東日本
所在地：神奈川県平塚市東八幡4-14-18
TEL.0463-23-9661  

ARC西日本
所在地：兵庫県尼崎市神崎町33-1
TEL.06-6499-4731  

関西ペイント(株)ARC講師　桑田 茂治

受講者数延べ3000人強。リピーターの多さが自慢。

受講されるのは経験年数の浅い方
からベテランまで。「塗料・塗装とは
何か」から学ぶ基礎コースから、高
難易度塗色のぼかし塗装や実際に
自分が苦手とする塗色の実車パーツ
を持ち込んで調色を学ぶステップ
アップコースまで様々なカリキュラ
ムを展開しています。私が担当して
いるのは塗装コース。研修で心がけ

ているのは、受講生のクセを把握し、
その上でガンスピードのコツやポイ
ントを伝え、細かな修正をしていくこ
と。また、「基本の重要性」をご理解
いただくために、あえて仕様から外
れた塗装を行い、普段の業務では許
されない塗装の不具合を体験してい
ただくこともあります。1994年に神
奈川県平塚市で開校してからの受

講者数は延べ3000人強。リピー
ターの多さも自慢です。自動車補修
業界は作業者の感性や技量が必要
な職人世界と昔は言われていました。
しかし今、スプレーマンに求められ
るのは、常に基本に立ち返る謙虚さ
と、技術を磨き続ける前向きな姿勢
ではないかと私は考えます。

DEVELOPER’S VOICE

関西ペイントはお客様の
身近なパートナーであり続けます
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関西ペイントは

世界に張り巡らせたネットワークを通じて

自動車補修塗料の世界展開に取り組んでいます。

世界的に見れば塗料はまだまだ成長産業。

今後も塗料を必要とする国々に積極的に進出し、

人々の暮らしを豊かにデザインするお手伝いをすることで

製品に関する高い信頼を得ながら“Kansai Brand”を

世界中に広めていきたいと考えています。

ジャパンクオリティは世界に通じる
We Create the Future

Global Network
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JAPAN QUALITY LEADING

TO THE WORLD

〒541-8523  大阪市中央区今橋2丁目6番14号  TEL（06）6203-5531
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本　社　〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1　TEL（03）5711-8903　FAX（03）5711-8933

■ 北海道販売部
〒061-3244 北海道石狩市新港南2丁目718-4
TEL（0133）64-2424　FAX（0133）64-5757

■ 東北販売部
〒983-0004 仙台市宮城野区岡田西町3-40(KSCビル)
TEL（022）287-2721　FAX（022）288-7073

■ 北関東信越販売部
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2-24
（センターズビルディング1F）
TEL（028）637-8200　FAX（028）637-8223

■ 松本営業所
〒390-0833 長野県松本市双葉10番22号
（双葉町ビルB棟2階202号）
TEL（0263）26-3377　FAX（0263）26-3322

■ 新潟営業所
〒950-0088 新潟市中央区万代5丁目7-2
(シアース万代 西309)
TEL（025）246-3347　FAX（025）241-9442

■ 前橋営業所
〒371-0804 前橋市六供町1丁目13-1（ＹＫ第1ビル）
TEL（027）243-0388　FAX（027）243-0396

■ 東京販売部
〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1
TEL（03）5711-8903　FAX（03）5711-8933

■ 横浜営業所
〒235-0036 横浜市磯子区中原1丁目2-31-204
TEL（045)761-7390　FAX（045）761-7395

■ 川越営業所
〒350-1123 川越市脇田本町13-22（仲ビル5F）
TEL（049)243-4351　FAX（049）243-4356

■ 静岡営業所
〒422-8008 静岡市駿河区栗原12-9
TEL（054）262-4747　FAX（054）262-0330

■ 中部販売部
〒460-0007 名古屋市中区新栄1丁目29-25
TEL（052）262-0921　FAX（052）262-0981

■ 三重営業所
〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1804-5
TEL（059）397-3313　FAX（059）397-4887

■ 大阪販売部
〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目6-14
TEL（06）6203-5701　FAX（06）6203-5603

■ 神戸営業所
〒650-0022 神戸市中央区元町通6丁目1-8
(東栄ビル702)
TEL（078)367-1281　FAX（078)367-1283

■ 北陸営業所（金沢G）
〒924-0013 石川県白山市番匠町50-1
TEL（076)275-7200　FAX（076)275-7900

■ 北陸営業所（富山G）
〒930-0004 富山市桜橋通り2-25
（富山第一生命ビル）
TEL（076)432-0109　FAX（076)432-0189

■ 中国販売部
〒732-0052 広島市東区光町1丁目12-16
TEL（082)262-7101　FAX（082)264-3285

■ 岡山営業所
〒700-0972 岡山市北区上中野1-16-2
TEL（086)245-9455　FAX（086)245-9460

■ 四国販売部
〒763-8510 香川県丸亀市土器町北2丁目88
TEL（0877)24-5484　FAX（0877)24-4950

■ 高知営業所
〒780-8007 高知市仲田町2-28
TEL（088)831-1577　FAX（088)831-2528

■ 九州販売部
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目5-8
TEL（092)411-9901　FAX（092)441-3339

■ 北九州営業所
〒807-0811 北九州市八幡西区洞北町2-10
TEL（093)601-1336　FAX（093)601-1371

■ 熊本営業所
〒861-4101 熊本市南区近見8丁目14-66
TEL（096)358-4011　FAX（096)358-4014

■ 鹿児島営業所
〒891-0113 鹿児島市東谷山1-73-13
TEL（099)266-2960 　FAX（099)266-2962

■ 沖縄営業所
〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客3丁目9-1
（勢理客産業ビル4F）
TEL（098)870-8782　FAX（098)870-8652

“労働環境の改善”と“生産性の向上”のコラボレーション

水性塗料は新たなステージへ

KANSAI PAINT
AUTOMOTIVE
REFINISH
COATINGS

The evolution of
ECO paint products
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