クリーナー・脱脂剤 シリーズ
ハンドスプレーで簡単！ 鉄粉・水アカ除去

鉄粉だけじゃないクリーン

わずかな塗布量で短時間のうちに、
水あかやガンコな鉄粉を同時に除去する画期的なハイブリッドクリーナーです。
納車時の洗浄作業、
パール塗装など隠ぺい性の弱いボカシ面の肌調整などに最適です。
新車塗膜、
補修塗膜
（必ず硬化状態を
確認）
、
各種ホイールや、
その他自動車パーツに使用できます。
コスト面においても貢献します。
色 調 クリーム色から紫に変色
目 的 鉄粉、水あか、タールピッチの除去など

特 長 1. 短時間で水あかや頑固な鉄粉を除去

容 量 1L×2 本（ハンドスプレー付き）

2. 洗浄から肌調整まで様々な用途に対応
3. 車のボディーからパーツまで幅広い箇所に使用可能

使用方法

①素地面のホコリや泥、
その他の不純物を完全に除去してください。
②よく攪拌し、
被塗面から10〜15cm程度離し、
ハンドスプレーで塗布してください。
③塗布後20〜30秒程度で鉄粉が反応し紫色になります。
変色確認後3分程度放置し、
水で洗い流した後、
乾いたきれいなウエスなどで完全に拭きあげてください。

注意点

●補修された部分は、
塗膜硬度があがり耐溶剤性が出たものにご使用ください。
●次の場合は、
塗面にシミを作る原因となりますのでご注意ください。
・ボディーが熱く焼けているとき、
また炎天下での使用
・バイザー濃紺車への使用
・塗布後5分以上の放置
・黄色系の塗膜への使用
●金属に触れますと変色のおそれがありますので、
以下の点にご注意ください。
・ブレーキなどの鉄部にかかった場合は、
直ちに多量の水で洗い流してください。
・ガラスまたは、
プラスチック容器に保存してください。
・マグネシウム、
アルミニウム合金は必ず目立たない箇所で試してからご使用ください。
●刺さっていた鉄粉が取れた後、
まれなケースで塗膜の感触が悪くなることがあります。その場合は、
コンパウンドで肌調整を行ってください。
※鉄粉を多量に除去したためにおこる現象で、
製品の性能には問題ありません。

水系強力洗浄剤

ハイクリーン

床や壁にこびりついた黄ばみや油汚れ、
ヤニなどの
汚れを、
浮かせて落とします。
金属、
プラスチック、
ビニールシートなど、
幅広い素材に使用できます。
色 調 ブルー

目 的 洗浄剤

容 量 1.8L

液 性 アルカリ性

特 長 1. 濃度を変える事で幅広い素材に使用可能

2. 黄ばみ、タバコのヤニ、油汚れまで洗浄可能

金属専用強力脱脂剤

ニューハイクリーン
焼付塗面・各種金属専用の極めて強力な分解脱脂
洗浄剤です。
塗装面のワックス・シリコン、
その他の油脂などを
取り除くことができるため、
ミッチャクロン使用時
の前処理剤として最適です。
色 調 グリーン
容 量 1.8L

使用方法

※汚れの具合や使用箇所、
素材によって、
水で希釈し濃度を変えてご使用
ください。
● 原液 ・・・・・・ 金属の汚れなどに
● 5倍希釈 ・・・・・ プラスチック製品の黄ばみや、
油汚れなどに
● 10〜20倍希釈 ・・ ビニールクロス、
タタミ、
木製品の黄ばみや
たばこのヤニなどに
①ハンドスプレーなどに移し、
汚れた部分に直接吹きかけるか、
ウエスな
どにしみ込ませ拭いてください。
②水洗いをしてください。
水洗いができない場合は、
きれいなウエスなど
で水拭きをしてください。

注意点

●ご使用の際は、
手袋、
マスク、
防護眼鏡を着用ください。
●濃度によっては、
素材を傷める場合があります。
ご使用前に必ず、
目立たない箇所でお試しください。
●最初は薄めの濃度でご使用ください。
●酸性物質との混合厳禁

目 的 金属用脱脂剤

特 長 1. ワックス・シリコンなども除去可能
2. 油脂も強力に分解し除去
3. 塗装時の前処理に最適

使用方法

①ウエスなどのキレイな布にしみ込ませ、被塗面を少し強めにこする
ように拭いてください。
②きれいなウエスなどで拭きあげてください。

注意点

●カラー、合成樹脂ペイントなど、耐溶剤性の弱い塗膜には使用しない
でください。
●取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒
マスク、
または換気マスク、
保護手袋を着用してください。
●取り扱い後は、
手洗いを十分に行ってください。

塗膜のダスト除去に

ノズルの詰まりをスッキリ解消！

SQシリコンオフ

SQガンクリーナー

溶剤系脱脂剤です。
塗膜のダスト除去に最適です。

スプレーガンの中で固化した塗料などの洗浄液です。
ガン本体やカップの洗浄、
さらに塗料の固着などによる、
ノズル詰まり
をスッキリ解消します。

色 調 透明

目 的 塗膜のダスト除去

色 調 透明

目 的 スプレーガンの洗浄

特 長 1. 強力な洗浄力

容 量 20kg / 4kg

特 長 1. 強力な洗浄力

容 量 16L / 3.7L

2. 塗装の前処理に最適

使用方法

①ウエスなどのきれいな布にしみ込ませ、
被塗面を拭いてください。
②きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

注意点

●取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒
マスク、
または換気マスク、
保護手袋を着用してください。
●取扱後には手洗いを十分に行ってください。

2. 固着したノズル詰まりを解消

使用方法

①
【ＳＱガンクリーナー】
をカップに1/3程度入れ、
ガンのパイプやノズルに
十分通し、
5〜10分放置後、
逆流洗浄してください。
②カップに洗浄用シンナーを入れ替え、念入りに逆流洗浄し、浮いた塗料
カスを洗い流してください。
③ノズルの詰まりがひどい場合は、
【ＳＱガンクリーナー】に10分程度付
け置きしてから洗浄してください。その後、洗浄用シンナーで洗い流
し、
きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

注意点

●長時間の付け置きはパッキンを傷めますのでご注意ください。
●作業は換気のよい場所で、
保護マスクを着用し行ってください。
●作業の際はゴム手袋を着用し、万一皮膚についた場合は十分に洗い流
してください。

強力な分解性能で
頑固な油分を簡単除去

脱脂剤に足付け性能を
プラス！

Zクリーン

フェザークリーン

強力な分解性能で、
ラッカーシンナーやシリコンオフでは分解しきれ
ないガンコな油分や離型剤を簡単に素早く処理することができます。
特に金属の精密部品や焼付塗面の脱脂処理に最適です。

コンパウンド、
油分分解成分を配合した脱脂、
足付け剤です。
補修塗装
時、
ボカシの際の付着性をアップさせることができます。
また、
極細のコンパウンド成分によってフェザーエッジ部に旧塗膜と
の差異ができません。
さらに、
油性脱脂剤では十分に除去できないＰＰ
バンパーの離型剤などでも、
落とすことができます。

色 調 透明

目 的 油分、剥離剤などの除去

色 調 薄ピンク

目 的 水性脱脂剤・ボカシ剤

容 量 16kg / 3.7kg

特 長 1. 油分や剥離剤を素早く除去

容 量 1kg

特 長 1. 脱脂と同時に足付けもできる

2. 金属や焼付け塗装の脱脂処理に最適
3. 金属素材にはつけ込み脱脂可能

使用方法

①ウエスなどのきれいな布にしみ込ませ、
被塗面を拭いてください。
金属素材に対しては、
つけ込み脱脂が可能です。
②脱脂後、きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

注意点

●ラッカー、アクリル、合成ペンキなどの耐溶剤性の低い塗膜面には、
使用しないでください。
●耐溶剤型の手袋、
保護マスクを着用してください。
●長時間スプレーガンなどのつけ置きは、パッキンを傷めますのでご
注意ください。

2. ボカシ剤としても使用可能

使用方法

【ボカシ処理】
①ウエスなどのきれいな布にしみ込ませ、強めにこするように拭いてください。
②水洗いまたは濡れ雑巾で拭き取った後、きれいなウエスなどで乾拭きしてください。
【水あか除去】
①スポンジに含ませ、
被塗面の汚れをこするように拭いてください。
②水で洗い流した後、
きれいなウエスなどで乾拭きしてください。

注意点

●使用前によく振ってください。
●−5℃以下での保存は凍結に注意してください。凍結すると性能が損なわ
れるおそれがあります。
●取扱後には手洗いを十分に行ってください。
●塗布した状態で放置すると、塗膜を侵すことがありますので、ご注意くだ
さい。
※カタログに記載されている内容及び仕様は、予告なく変更する場合があります。
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