クリアエレメント FX スターターセット

●クリアエレメントFXコーティング剤 30ml×1本 ●FX ベースクリーナー

100ml×1 本

優れた耐傷・光輝・防汚

コーティング前の脱脂作

性を発揮し、長期間塗膜

業やコーティング後の拭

を守るコーティング剤。

き残し部分の除去などに

98％の有効成分を含有す

使用できるアルコール系

る1本で、約3台に均一な

の溶剤です。

コーティング膜を施工で
きます。

●PC-4N 100ml×1 本

※原液使用してください

●専用スポンジ（コーティング用） 1 個
コーティング剤の硬化反

塗り込み用の専用クロス

応を促進するとともに、

を巻きつけるパットです。

コーティング皮膜を雨

コーティング剤をスムー

跡・シミなどの汚れから

ズに塗り込めます。

保護するための最終仕上

硬い側を手で持ち、スポ

げ剤です。研磨剤を含ま

ンジ部分をボディ側にし

ずコーティング剤を傷つ

て使用してください。

けず、拭き上げる際にす
き間などに入っても白く
目立ちません

●専用クロス（塗り込み用） 2 枚

●マイクロファイバークロス（拭き上げ用）2枚

専用カラースポンジに巻

コーティング剤塗布後に

いて使用するコーティン

使用する拭き上げ専用の

グ剤塗り込み専用のクロ

クロスです。

スです。

ボディにキズをつけず、

ボディにキズをつけず、

コーティング剤を均一に

均一なコーティング膜を

塗り込み、拭き上げます。

形成します。
※使い捨てタイプ

クリアエレメント FX 施工システム

●クリアエレメント FX コーティング剤 30ml×6 本

●FX ベースクリーナー

2L×1 本

優れた耐傷・光輝・防汚

コーティング前の脱脂作

性を発揮し、長期間塗膜

業やコーティング後の拭

を守るコーティング剤。

き残し部分の除去などに

98％の有効成分を含有す

使用するアルコール系の

る1本（30ml）で、約3台

溶剤です。

に均一なコーティング膜
を施工できます。

※原液使用してください

※約18台に施工できます

●FX コンデションシャンプー（原液） 2L×1 本

●PC-4N

1L×1 本

コーティング乾燥後に行

コーティング剤の硬化反

う仕上げ洗車に使用する

応を促進すると同時に、

中性タイプの洗剤です。

コーティング皮膜を雨
跡・シミなどの汚れから
保護する最終仕上げ剤。

※10 倍希釈で使用して

研磨剤を含まないので皮

ください

膜を傷つけず、拭き上げ
時にすき間などに入って
も白く目立ちません。

●専用スプレーボトル

●シールドリムーバー
（はく離剤） 200ml×1 本

1個

FXベースクリーナー用のスプレーボトル
（耐溶剤タイプ）です。
マイクロファイバークロスなどに吹き付

コーティング剤のタレや拭きムラなどの
トラブルが発生した時に使用するコー
ティング膜のはく離剤です。

けて使用します。

●PC-4

500ml×1 本

コーティング膜を均一にする働きがあり、
作業後発生したムラを除去できます。
湿らせたクロスで、各パネルごとに拭き
のばし、乾いたクロスで拭き取ります。

●マイクロレジンクロス
●専用スポンジ
●専用クロス
●専用クロス
（濃色車専用拭き上げ用）
（コーティング用）12個/パック （塗り込み用）12枚/パック （拭き上げ用）12枚/パック
6 or 20 枚 / パック

塗り込み用の専用クロスを巻き
つけるパットです。
硬い側を手で持ち、スポンジ部
分をボディ側にして使用してく
ださい。

専用カラースポンジに巻いて使
用するコーティング剤塗り込み
専用のクロス。
ボディにキズをつけず、均一な
コーティング膜を形成します。
※使い捨てタイプ

コーティング剤塗布後に使用す
る拭き上げ専用のクロスです。
ボディにキズをつけず、コー
ティング剤を均一に塗り込み、
拭き上げます。

コーティング剤塗布後に使用す
る濃色車専用の拭き上げクロス
です。ボディにキズをつけず、
コーティング剤を均一に塗り込
み、拭き上げます。

バインダーポリッシュシステム
●ベースバインダー・ダーク 1 500ml×1 本 ●ベースバインダー・ダーク 2 500ml×1 本
研磨材の粒子を細かくす
ることで、濃色車や軟質
クリヤーに対応するコン
パウンド。
ピンポイントで使用する
ことで深いキズの除去に
抜群の研磨力を発揮しま
す。
仕上げ、後処理工程が簡
単にでき、黒・濃色の初
期研磨に効果的です。

濃色車や軟質クリヤーの
研磨から仕上げまででき
る守備範囲の広いコンパ
ウンド。
磨き時に絡みやすい新車
の柔らかい塗装へのコー
ティングに有効です。
深いキズがない時に使用
してください。

●ベースバインダー・ダーク 3 500ml×1 本 ●専用スポンジバフ
オーロラの発生を極限ま
で抑え、磨きが難しい
黒・濃色も簡単に、しか
も効果的に作業できる仕
上げ重視のコンパウンド。
軟質クリヤーの濃色車も
簡単に仕上がります。
磨き時に絡みやすい新車
の柔らかい塗膜へのコー
ティングに有効です。

M,L 各 1 枚
塗膜へのダメージをより減
少させる効果と細かなキズ
を除去するクリーニング効
果を持つ仕上げ用スポンジ
バフ。
サイズ
M:Φ180mm
L :Φ210mm

※形状をご覧いただくため、裏表の写真
を配置しています。

●専用パイルバフ（ウール） 1 枚

●バックアップマジックパット
（16m/mネジ）1枚

キズの除去を目的とした

塗膜へスポンジ・パイルバ

カッティングバフです。

フの圧力を均等に伝える専

塗膜へのダメージを最小限

用マジックパットです。

に抑えるような設計です。
サイズ
サイズ

Φ172mm

Φ200mm

※形状をご覧いただくため、裏表の写真
を配置しています。

※形状をご覧いただくため、裏表の写真
を配置しています。

ベースバインダー・ダークの特長
●ベースバインダー・ダーク 1

容量 500ml・2L

研磨材の粒子を細かくすることで、濃色車や
軟質クリヤーに対応するコンパウンド。
ピンポイントで使用することで深いキズの除
去に抜群の研磨力を発揮します。
バフ目や研磨粉の発生を極限まで抑制します。
また、シリカの配合でバフ目に入り込み脱脂
作業後でも、キズが浮きでません。仕上げ、
後処理工程が簡単にでき、黒・濃色の初期研
磨に効果的です。
推奨バフ
・クイックウールバフ
・ファイナルスポンジバフ

●ベースバインダー・ダーク 2

シリカ

塗

膜

鋼

板

容量 500ml・2L

濃色車や軟質クリヤーの研磨から仕上げまで
できる守備範囲の広いコンパウンド。
ベースバインダー・ダーク1での作業後に使
用すれば、浅く細かなキズを除去します。
配合されたシリカがバフ目に入り込み、脱脂
後でもキズが浮き出ず、最上の輝きを実現。
仕上げや後処理工程が簡単にできます。
磨き時に絡みやすい新車の柔らかい塗装への
コーティングに有効です。
深いキズがない時に使用してください。
推奨バフ
・クイックウールバフ
・ファイナルスポンジバフ

●ベースバインダー・ダーク 3

ベースバインダー・ダーク 1
研磨イメージ

ベースバインダー・ダーク 2
研磨後イメージ

シリカ

塗

膜

鋼

板

容量 500ml・2L

オーロラの発生を極限まで抑え、磨きが難し
い黒・濃色も簡単に、しかも効果的に作業で
きる仕上げ重視のコンパウンド。
ベースバインダー・ダーク2で研磨後に使用
すれば、配合されたシリカがポリッシングに
よるバフ目に入り込み磨き上げるので、軟質
クリヤーの濃色車も簡単に仕上がります。
磨き時に絡みやすい新車の柔らかい塗膜への
コーティングに有効です。
軟質クリヤーの濃色車に入ったより細かなキ
ズやオーロラの除去に使用してください。
推奨バフ
・ファイナルスポンジバフ

ベースバインダー・ダーク 3
研磨後イメージ

シリカ

塗

膜

鋼

板

ベースバインダー・ライトの特長
●ベースバインダー・ライト 1 容量 500ml・2L
硬質クリヤーに入った深いキズの除去に抜群
の研磨力を発揮するコンパウンド。
研磨力の強いコンパウンドの問題点であった
バフ目や研磨粉の発生を極限まで抑えました。
また、シリカの配合で、バフ目に入り込み脱
脂作業を行っても、キズが浮きでません。
仕上げ、後処理工程が簡単にでき、黒・濃色
の初期研磨に効果的です。
推奨バフ
・クイックウールバフ
・ファイナルスポンジバフ

●ベースバインダー・ライト 2

シリカ

塗

膜

鋼

板

容量 500ml・2L

淡色車や硬質クリヤーの研磨から仕上げまで
できる守備範囲の広いコンパウンド。
ベースバインダー・ライト1で研磨後、淡色
であれば仕上げまでできます。
シリカの配合で、バフ目に入り込み脱脂作業
を行っても、キズが浮き上がらず、最上の輝
きを実現。仕上げや後処理工程を簡単にでき
ます。
深いキズがない時に使用してください。
推奨バフ
・クイックウールバフ
・ファイナルスポンジバフ

●ベースバインダー・ライト 3

ベースバインダー・ライト 1
研磨イメージ

ベースバインダー・ライト 2
研磨後イメージ

シリカ

塗

膜

鋼

板

容量 500ml・2L

オーロラの発生を極限まで抑え、
磨きにくい
硬質クリヤーの黒・濃色も簡単、
効果的に作業
できる仕上げ重視のコンパウンドです。
ベースバインダー・ライト2で研磨後に使用す
れば、
より細かなバフキズはもちろんオーロ
ラの除去も簡単にでき、
キズを入れずにツヤ
を与え抜群の仕上がりを実現します。
配合されたシリカが、
ポリッシングによるバフ
目に入り込み脱脂後でもキズが浮きでません。
浅いキズやオーロラの除去に使用してくださ
い。
推奨バフ
・ファイナルスポンジバフ

ベースバインダー・ライト 3
研磨後イメージ

シリカ

塗

膜

鋼

板

クリアエレメント FX 販促システム
●クリアエレメント FX パンフレット 100 枚

●クリアエレメント FX 施工ステッカー 5 枚

お客さまへの説明に使用す

施工した車を証明するメタ

るポケットサイズのパンフ

ルタイプのステッカーです。

レットです。
コーティングの特長とメ

サイズ

リットを分かりやすく説明

縦25×横60ｍｍ

しています。

●クリアエレメント FX 施工証明書
スターターキット 3 部セット

●クリアエレメント FX 施工証明書 1 冊（30P）

施工や定期メンテナンス記

施工や定期メンテナンス記

録などに使用していただけ

録などに使用していただけ

る施工証明書（複写式）3

る複写式の施工証明書です。

部と施工ステッカー3枚を
セットにしたスターター
キット。
サイズ
サイズ

A4（縦297×横210mm）

A4（縦297×横210mm）

●クリアエレメント FX
ユーザー向けメンテナンスセット 6set

●メーカー別施工価格メニュー

カーシャンプー、クリー

国産カーメーカー別の施工

ナー、洗車スポンジ、マイ

価格メニューです。

クロファイバークロスが
セットになったユーザー向

サイズ

け洗車セットです。

A4（縦210×横297mm）

