
（21年11月07刷PPO）カタログNo.066

● 作業者の安全そして周辺環境への配慮
    ・「特定化学物質障害予防規則（特化則）」対応
    ・「ＰＲＴＲ法」対応（ＰＲＴＲ：化学物質排出管理

　促進法に基づく制度）

● レタンPGハイブリッドエコ1液およびレタン
　 ＷＢエコ EVのバインダーレス仕様が可能。

● 20分／60℃の乾燥時間で磨き作業が可能。

● 耐チッピング性・衝撃吸収性に優れ傷がつきに
くい。

● 高級感を与える高仕上り、ツヤ感。

※ レタンPGエコ HSシンナー使用の場合は0～30%
※ 塗装範囲や肌によって、希釈量を調整してください。
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レタンＰＧエコ マルチダイヤモンドクリヤーＱ2　ベース

レタンＰＧエコ マルチダイヤモンドクリヤーＱ2　硬化剤　各種（標準形・遅乾形）

レタンＰＧエコ シンナー　※

硬化剤の選び方

レタンＰＧエコシンナー or
レタンＰＧエコHSシンナー

塗 装 面 積
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レタンＰＧエコ マルチダイヤモンドクリヤーＱ2

エコクリーナー　…　汚れの除去

タッククロス　　…　ゴミの拭き取り
エアブローでよく乾燥させること。

20℃×10分

各種カラーベースを塗装（塗装仕様書を参照）

＜適用可能なカラーベース＞
・レタンWBエコ EV
・レタンPGハイブリッドエコ（注1）

・レタンPG80
注1：ハイブリッドエコ1液仕様での塗装も可能。

常温乾燥（指触乾燥待ち）

プラサフ部をP800ペーパーで研磨し、旧塗膜部をP1500
相当のスコッチブライト（SUウォッシュコンパウンド）で、足付
けする。

＜クリヤーボカシ部の足付け＞
P３０００以上で足付けを行い、その傷が消えるまでコンパウ
ンドの細目で研磨する

ボカシ部は深い傷が入らない様に均一
に足付けする。

①捨て塗り
　全体を均一に捨て塗りする。
②仕上げ塗り
　指触乾燥を確認後、2回塗りで肌を整

える。

レタンPGエコ ボカシレベリング剤で希
釈しながらボカシ部のザラツキ部に薄
く塗装して、肌を整える。

ボデー温度キープ
クリヤーボカシ部は2倍の時間

①捨て塗り　②仕上げ塗り（2回）

セッティング　：　15分
強制乾燥　：　レタンPGエコ マルチダイヤモンドクリヤーQ2
　　　　　60℃×20分以上

製品コード 製　　品　　名 容 量 危険物分類

100 50
0～30
0～40＋ ＋100ベース 硬化剤 50
0～30
0～40＋ ＋ レタンPGエコ シンナー

レタンPGエコ HSシンナー

＜調合比率＞

②肌調整2回目

レタンPGエコ ボカシレベリング剤

①肌調整1回目

レタンPGエコ ボカシレベリング剤
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に足付けする。

①捨て塗り
　全体を均一に捨て塗りする。
②仕上げ塗り
　指触乾燥を確認後、2回塗りで肌を整

える。

レタンPGエコ ボカシレベリング剤で希
釈しながらボカシ部のザラツキ部に薄
く塗装して、肌を整える。

ボデー温度キープ
クリヤーボカシ部は2倍の時間

①捨て塗り　②仕上げ塗り（2回）

セッティング　：　15分
強制乾燥　：　レタンPGエコ マルチダイヤモンドクリヤーQ2
　　　　　60℃×20分以上

製品コード 製　　品　　名 容 量 危険物分類

100 50
0～30
0～40＋ ＋100ベース 硬化剤 50
0～30
0～40＋ ＋ レタンPGエコ シンナー

レタンPGエコ HSシンナー

＜調合比率＞

②肌調整2回目

レタンPGエコ ボカシレベリング剤

①肌調整1回目

レタンPGエコ ボカシレベリング剤


