MBC SHIMRIN METALLIC BASES
一般惰報
MBC SHIMRIN Metallicペ ースは当社のペー スコ ートの中でもメタリックが一番大きな製品で 、 すばらしい光の反射性と明るさを
作リ 出します 。 3種類のユニ ー クな色によリKandyのベ ースコー トとしてすばらしいフィニッシュが得られます 。 ペースコ ー トとして
使う場合 、 MBC-01は明るい反射を発揮し 、 MBC-03はKandyの色を濃くします。 MBC-02はミディアムカラーでKandyをちょっと
濃い目にする製品です 。 どの製品も光を当てるとずば抜けた反射性を持っています。 MBCの上から最終クリアコー トをすることも 可能です 。
またアクリルラッカー かウレタンエナメルのどちらのシステムでも上から塗装することが可能です。 ただし一度システムが決まったら 、
そのシステムだけをお使いください．
I.

準備

塗装を始める前にTech Prepをよくお読みください。 SHIMRINベ ースはプラスチックフィラ ー、 パテ、 ファイパ ーグラス樹脂 、
プライマ ー等によるしみやにじみが出やすい製品です。 このような問垣を起こさないためにポディ ーまで削リ落とし
（または OEMプライマ ーまで落とす） 、 KP-2CFエポキシープライマ ーかKP-21エポキシー プライマ ーで下地を作ってください。
KPプライマー について はTech Sheetを参照願います 。
2. グラウンドコート
,

Seale「(KO-SEAL II)

•

SHIMRINペー ス(BC-25 、 BC-26.. SG)

MBCはKO-SEALもしくはカラ ーペ ースコ ートの上からしか塗装できません。
MBCは絶対にプライマ ーの上に直接塗装しないでください。
色の薄いメタリックもしくはKandyカラ ーにはKS-10、 KS-210、 BC-26 (白）といった薄い色のグラウンドコートを塗装し 、 色の湿い
メタリックもしくはKandyカラ ーにはKS-11 、 KS-211、 BC-25 (黒）といった色の濃いグラウンドコー トを塗装します。 この他 、
SHIMRINペ ース コ ートであればどれでもグラウンドコ ー トとして使えます。 グラウンドコ ー トの色は霰終的なフィニッシュの色に大きく
影醤してきます。
注：

シ ーラ ーは不十分な下地による変色やにじみを防ぐ物ではあリません。 シーラー の主な目的はトップコ ー トの喰いつきを良くし 、
対象物を単色にするための物です。

3.

SHIMRINベー ス{MBC)の希釈方法

まず SHIMRINベー スをよくかき混ぜてください。 塗料が2に対し 、 リデュ ーサ ーが1の比率で希釈してください。 ペイントプー スの
温度によって適切なリデュ ーサーを選択しますが、 当社製品以外のリデュ ーサーは絶対に使わないでください。 リデューサ ーについては
Tech Sheetを参照願います 。
タッチアップで色を馴染ませる場合、 SHIMRINペー スを少々希釈 するか、 SG-100を追加すればよいでしょう。
注；

他社のリデュ ー サー を使用したり 、 作業場の環境には合わないリデュー サー のために乾燥時間が長すぎたリしますと 、
塗装面がひび割れるといった問題の原因となリます。 また乾燥時間を十分に与えなかったリ、 ウェットに塗リすぎたリしますと
同じような問題が発生しますので、 ご注意くだざい。
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4.

ストレーナーを通して塗料をガンに入れてくださいc 空気圧はガンで50~60psi、 HVLPではノズルで10psiに設定してください．
ガンは約6インチ程雌して50%の里複パター ンで3~4回コ ー ティングしますと 大きな部分は歩いて全体がカバーできるように
してください。 ミディアムコートが最適です。 また乾燥時間にこ甘注意ください。
SHIMRIN乾燥確認テストー全てのSH!MRINベー スは乾燥すると光沢が無く 、 賊ってみて乾いていたら 、 次のコ ー ティングを
始めてください，
昂後のMBCコ ー ティング終了後 、 SG-100を2~3コ ート塗装してください 。 30分から1時間ほど乾燥させ 、 スカフパッドか目の
細かいサンドペ ー バーで立っているフレ ークを袋かせてくださいs その上 、 Kandyもしくはクリアコ ートをかぷせてくださいコ
MB (ペ ースはウェットで 塗装 しないでください. MB(はラッカ ーとよく似ていますため、 ミディアムコ ートで50%の

注：

里複パター ンを守ってください。
SHIMRIN MBCペ ースコ ートを3回塗つても約1/2~3/4Mil程の厚みのため 、 エッジが最低限で抑えられます。

注：

（テー プを取ってもエッジがきれいに残る）。
5.

ア ートワ ークとインタ ーコ ートクリア（オプション）

$HIMRI Nペ ースはア ートワ ー クでのご利用にも最適です． ただしこの$HIMRINペー スには直接テ ー ブを貼らないでください3
ア ーとワ ークが決まりましたら 、 SG-100インターコー トクリアを1~2回 、 ミディアムコ ー トで塗つてください（ウレタンエナメル
トップコ ートの場合。 アクリルラッカー の場合はC-1Kustom Oearをご利用ください）。 このクリアコ ー トによってSHIMRINペー スを
テ ー ピング等から保護します。 のリをよくするため 、 500番でウェットペー パー がけをお勧めします。
SG-100インタ ーコ ートクリアについてはTechSheetを参照願います．
注：

$HIMRI Nメタリックペ ースを直接ペ ーパ ーがけしないでください• もしペー パ ーがけが必要な塀合は、 SG-100を塗った上で
行ってください． もし$HIMRINメタリックを直接ベ ー パ ーがけしてしまった塀合は再度ペー スを塗りなおす必要があリます．

注:

SG-100はア ーと ワ ー クからペ ースコー トを守ることと、 色を馴深ませる際に使うことのために開発されています。
この製品に面侯性はなく4回以上の垂ね塗リはできないため、 厚塗りしたリ呈終クリアとしてはお使いになれませんc

注意：

SHIMRI Nベ ースコー トは忌終のクリアコ ートをかぶせるまで 、 附ケミカル性はあリません。 洗浄剤等を直接使用すると
ペースが落ちてしまいますのでご注意ください，SHIMRINベースコ ー トの洗浄には
KC-20 PostSandingCleanerをお使いください。

6. Kandyコ ート（オブション）
SHIMRIN MB Cベー スの上からKandyを塗装することも可能です（アクリルラッカ ー かウレタンエナメルどちらでも｝。 アクリルラッカ ー
でKandyをのせた塀合 、 アクリルラッカ ーのクリアを使うことを忘れないようにこ注意ください。
KandyについてはTechSheetをご参照顆います s
7. クリアコ ート
全てのSHIMRIN MBCペースはクリアコ ートをしなければいけません（ウレタンエナメルかアクリルラッカー） 。 どちらのシステムか
決めれば 、 ペー スコ ート以後の工程は全て同じシステムにて一 頁してお使いください。
その他の1酎報
SHIMRIN MBCベ ースは他の色と混ぜることによリ 、 無限大の色を作り上げることができます。 Designer Pearl 、 Neons、 GraphicKolors
といったSHIMRIN系の塗料ならばどれでも混ぜることが可能です。
またSHIMRIN PearlとMetallicベー スを少塁(25%まで） KosmicKolarKandyに追加することによリタッチアップをやリやすくしたり 、
新たな色を作リ上げることができますc リデュ ー サー と硬化剤の比率は通常のままで希釈して下さい。

