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導入推奨セット

nax レアル

nax シナジースケール nax パワーミキシング N92
nax パワーミキシング N60

nax レアルモノ

nax レアル

 

Vフォーミュラー
nax ベースカラーカード

nax 内板色フォーミュラー

多くのお客様の声を元にした、使いや
すく、お求めやすい最適なセットです。

（セット内容の変更は販売店営業にお問い合わせください。）

V フォーミュラー（カラーカード）と組み合
わせて使用することで、QR コードから、簡単・
確実・スピーディに計量が可能です。

高濃度塗料レアルを攪拌することで、品質安定化と
パーフェクトな調色をサポートします。

V フォーミュラーコースに加入すれば、毎月
最新のカラーチップがお手元に届きます。
QR コード化した配合も記載、シナジースケー
ルとの組み合わせで更に使いやすくなります。

すでに多くのお客様に採用頂いてお
り、大変ご好評頂いております。

nax レアル ユーザー様の「トータルコ
スト削減」をサポートするツールが満
載です。

使いやすいセット内容 信頼の採用実績 トータルコスト削減をサポート

カラーベース

高濃度化技術による圧倒的な隠ぺい力を体感してください。

高精度カラーカードの調色配合を忠実に再現
nax E3 カラボ
カラーセンサーで車を測色、データベースから配合を
計算。配合データ管理ができます。シナジースケール
と連動することで、塗料計量の効率化も可能です。
※PC 別売り

最新のカラーマッチングシステム

実車カラーを忠実に再現した高精度カラーカード

カラーベース原色の色見本帳です。

自動車内板色専用色見本です。

横 幅
奥 行
高 さ
重 量
1 k g 缶
4 k g 缶

電 源

電 気
消費電力

電 流

モーター

2302mm
520mm

2080mm
185kg

72 個
20 個

1602mm
N92 N60

520mm
2080mm

147kg
48 個
12 個

100V（工場出荷時設定）・50/60HZ

0.75kw

15～19A(100V 使用時）

防爆 1HP モーター

パワーミキシング N92、N60 専用カバー（写真は 1kg 用です）
nax アジテーターカバー N nax スチールロッカー

縦型：幅 880mm  奥行き 380mm  高さ 1790mm

最高峰!

nax マルチエコ（3：1）20LX クリヤー

nax マルチエコ（3：1）FS クリヤー

nax マルチエコ（3：1）GL クリヤー
最高級・美肌仕上げ！最高級車の仕上げに最適
大変優れたつや残り。塗装作業性、外観、乾燥性、磨きのすべてにおいてバランスが良い。
60℃×15 分でポリッシュ可能。

nax イージス（3：1）RS クリヤー
60℃×10 分！最速硬化
nax 史上最速硬化：ブース稼働の温度／時間を改善。
次世代エネルギー削減型：エネルギーコスト削減、CO2・熱量の低減が可能。

nax ウレタン プラサフ ジタン
新品パーツにはウェットオンウェットで仕上がる。
新品パーツには足付け不要。作業時間短縮。
カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
環境と作業者の健康に配慮。
選べるハードナーで自由度アップ。

nax ウレタン プラサフ メガ V1

nax ウレタン プラサフ プロ V1
繊細な仕上がりの美肌。
電着パーツに足付け不要。
作業時間短縮。
環境と作業者の健康に配慮。
選べるハードナーで自由度アップ。

塗りこまなくても厚付けが可能。
電着パーツに足付け不要。作業時間短縮。
環境と作業者の健康に配慮。
サンディング性をリニューアル
選べるハードナーで自由度アップ。

グレー / ホワイト / ブラック

グレー / ホワイト / ブラック

グレー / ホワイト / ブラック

スムーズに伸びてフラットな仕上がり
肌伸びが良く、きめ細かな肌に仕上がります。
60℃×12 分でポリッシュ可能な速乾タイプです。

最高級クリヤーの決定版！
nax クリヤー類 No.1 の販売実績。肌伸びが良く、平滑に仕上がる。肌が作りやすい。
作業性向上。美肌・速乾クリヤー。60℃×12 分でポリッシュ可能。
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導入推奨セット

レアル類
レアル原色フルセット　　
レアル原色
スタビ R NEO 各種
スタビ R マックス各種
レアル アンダークリヤー各種
レアル 151 スカシバランサ
レアル 155 3D バランサ
レアル 902 バインダー
イーキューブソールグレー、ソールグレーライト
イーキューブメッキ調添加剤
イーキューブ アクチベーター
マルチスタンダードセット
セット以外のマイカ類

マルチエコ（3：1）20LX クリヤー
クリヤー・下地類

イージス（3：1）RS クリヤー
マルチエコ（3：1）GL クリヤー
マルチエコ（3：1）FS クリヤー

ウレタン プラサフ プロ V1 

ウレタン プラサフ プロ V1 ハードナー
マルチ ウレタン シンナー各種／ NEO 各種

ウルトラハードナー各種

ウレタン プラサフ メガ V1
ウレタン プラサフ ジタン

レアル  V フォーミュラー
カラーカード類

レアル  V フォーミュラー 追加セット
内板色フォーミュラー
ベースカラーカード
フォーミュラー アルゴ
フォーミュラー用ボックスファイル

アジテーターカバー N（0.5K 用）
その他

アジテーターカバー N（4K 用）
1K 棚 0.5K 用プラットフォーム
4K 棚 1K 用プラットフォーム

シナジースケール
カラボ
スチールロッカー
カードドライヤー（水性対応）

パワーミキシング N92 ／ N60

アジテーターカバー N（1K 用）


