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カラーグループ 原色番号 原色名 特性 正面（メタリックとの混色） スカシ（メタリックとの混色）

WB01 ホワイトＨＳ 標準の白

WB02 ホワイトＬＳ 低着色力の白　WB01の約1/8濃度 青味がかったグレー色 黄味がかった白味

WB03 クリスタリンフロスト オパールカラー　透明性のある白 黄白味がかったゴールド色 冴えた青白味

WB9908 スーパージェットブラック

WB05 ジェットブラック 漆黒ブラック、単体ブラックとして適す やや赤黄味寄りのグレー 黒味が強く深みがある

WB06 ブラックＨＳ 標準の黒 赤黄味のグレー色 深みのある赤黒味

WB07 ブラックＬＳ 低着色力の黒　WB06の約1/3の濃度

バイオレット系 WB20 バイオレット 鮮やかな紫 冴えのあるバイオレット 紫の黒味

ブルー系 WB21 バイオレットブルー 最も赤味の強い青 赤味のブルー 赤黒味

WB28 ファストブルー 高着色力赤味の青 やや赤味のブルー 赤味

WB22 ピュアブルー 冴えた　特にスカシに赤味の少ない　ブルー やや黄味のブルー WB27より赤味が少ない

WB27 グリーンシェードブルー 深みのある青 やや黄味のブルー 黄黒味

WB24 オーガニックブルー スカシの赤味が強い青 黄味のブルー 赤味

WB25 ブルーＨＳ 赤白味の青 冴えた黄味のブルー 強い赤味

WB26 ブルーＬＳ 赤白味の低着色力の青　WB25の約1/8の濃度

WB30 ブルーシェードグリーンＨＳ 青味の標準の緑 青味のグリーン 深みのある緑味

WB31 ブルーシェードグリーンＬＳ 青味の低着色力の緑　WB30の約1/10濃度

WB32 イエローシェードグリーン 黄味の緑 黄味のグリーン やや深みのある黄緑味

WB33 グリーンゴールド 濁った黄緑 青味のゴールド 青黄味

WB41 オパークイエロー 鮮やかな黄 青味のイエロー 青黄白味

WB42 イエロー WB41より赤味の黄 赤味のイエロー　WB41より赤味 赤黄黒味

WB45 トランスペアレントイエロー 透明な赤味の黄 赤味のゴールドイエロー　WB46より透明 赤黒味

WB46 オレンジイエロー 高着色力で不透明な赤味の黄 赤味のゴールド　WB45より不透明 赤白味

WB82 イエローオキサイド 濁りのある黄　着色力が大きい 濁ったイエロー 黄白味

WB90 トランスオキサイドイエロー 透明酸化鉄の黄 透明なイエロー 黄黒味

WB91 トランスオキサイドレッド 透明酸化鉄の赤 透明なブラウン 赤黒味

WB84 レッドオキサイド 標準の赤茶 濁った赤味ブラウン 赤白味

WB93 トランスペアレントブラウン 透明な赤味のブラウン 赤味のブラウン 赤黒味

WB63 マルーン 深みのあるマルーン 透明なマルーン 赤黒味

WB66 トランスペアレントマルーン WB63より深みのあるマルーン 透明なマルーン 深みのある赤黒味

WB53 オレンジ オレンジ 濁ったオレンジ オレンジ黒味

WB54 ピュアオレンジ 冴えた赤味のオレンジ 透明なオレンジ 深みのあるオレンジ

WB60 ブライトレッド 標準の冴えた黄味の赤 濁った黄味の赤 冴えた黄赤味

WB61 スカーレットレッド 標準の赤 透明感のある赤　WB63より青味 深みのある赤味　WB67より黄味

WB67 レッド 標準の青味の赤 濁った青味の赤 青赤味

WB62 ブルーシェードレッド 透明で冴えた青味の赤 透明な青味のレッド 青赤黒味

WB64 マゼンタＨＳ 標準の青味の赤　WB62より青味 濁った青味のレッド 青赤白味

WB65 マゼンタＬＳ 低着色力の青味の赤　WB64の約1/6の濃度

WB68 ダークバイオレット 赤味の紫 赤味のバイオレット 青黒味

WB69 ピュアマゼンタ 冴えた青味の赤 透明感のある青味のレッド 深みのある青赤黒味

カラーグループ 原色番号 原色名 特性 正面 スカシ

WB1030 スーパーファインアルミ 細目のアルミ 暗く濁る 白味に変化

WB1033 ファインアルミ 中目のアルミ やや暗い 明るく白味に変化

WB1031 ミディアムファインアルミ 中目のアルミ　白い 明るい やや黒味に変化　WB1037と同程度

WB1032 ファインブライトアルミ 中目のアルミ　輝きが強い 白く明るい やや黒味に変化

WB1037 ミディアムコースアルミ 中粗目のアルミ 明るい光沢 やや黒味に変化

WB1035 コースブライトアルミ 粗目のアルミ　特に輝きが強い WB1039より輝きが強く明るい 黒味に変化

WB1039 コースアルミ 粗目のアルミ　輝きが強い 輝きが強く明るい やや黒味に変化

WB1041 ベリーコースアルミ 極粗目のアルミ　輝きが強い WB1039より輝きが強く明るい 光輝感強く黒味に変化

WB1096 スペシャルファインブライトアルミ 細目のアルミ　輝きが強い WB1030より輝きが強く明るい 黒味が強くなる

WB1097 ファインエクストラブライトアルミ 中目のアルミ　特に輝きが強い WB1032より輝きが強く明るい 黒味が強くなる

WB1098 ミディアムファインブライトアルミ 粗目のアルミ　特に輝きが強い WB1035より輝きが強く最も明るい 黒味が強くなる

WB1735 ウルトラファインアルミ 細目のアルミ　特に輝きが強い メッキ調の光沢 黒味が強くなる

WB1078 アルミゴールド 中粗目の着色ゴールドアルミ 赤味のゴールド色 黄黒味に変化

WB1779 アルミニウムオレンジ 中粗目の着色オレンジアルミ 赤味の冴えたオレンジ色 赤黒味に変化

WB1774 アルミニウムブルー 中粗目の着色ブルーアルミ 冴えたブルー色 青黒味に変化

カラーグループ 原色番号 原色名 特性 正面 スカシ

WB1015 ファインサテンホワイトパール 極細目 ホワイトマイカ シルキー調ホワイトパール 白味

WB1002 サテンホワイトパール 細目 ホワイトマイカ シルキー調ホワイトパール 僅かに白味

WB1001 ホワイトパール 中目 ホワイトマイカ 標準的なホワイトパール 僅かに赤黒味

WB1020 クリスタルシルバーＥＦＸ 粗目 ホワイトアルミナ 太陽光下で光輝感強いホワイトパール 光輝感で白味

WB1004 サテンブルーパール 細目 ブルー干渉マイカ 赤味のブルーパール 黄白味

WH1019 ファインブルーパール 細目 ブルー干渉マイカ 赤味のブルーパール　WB1004より赤味 黄白味

WB1003 ブルーパール 中目 ブルー干渉マイカ 標準的なブルーパール 黄黒味

WB1021 ギャラクシーブルーＥＦＸ 粗目 ブルー干渉アルミナ 太陽光下で光輝感強いブルーパール 光輝感で黄白味

ターコイズ系 WH1018 ターコイズパール 中目 ターコイズ干渉マイカ 標準的なターコイズパール 赤黒味

WB1008 サテングリーンパール 細目 グリーン干渉マイカ シルキー調グリーンパール 僅かに赤白味

WB1007 グリーンパール 中目 グリーン干渉マイカ 標準的なグリーンパール 赤黒味

WB1022 ステラグリーンＥＦＸ 粗目 グリーン干渉アルミナ 太陽光下で光輝感強いグリーンパール 光輝感で赤白味

WB1009 ゴールドパール 中目 イエロー干渉マイカ 標準的なイエローパール 青黒味

WB1023 サンビームゴールドＥＦＸ 粗目 イエロー干渉アルミナ 太陽光下で光輝感強いイエローパール 光輝感で赤青白味

レッド系 WB1014 ルチルレッドパール 細目 レッド干渉マイカ シルキー調レッドパール 緑黒味

イエロー系

オレンジ系

レッド系

マゼンタ系 WB64と同じ変化をするが、着色力の効きは約1/6

アルミニウム顔料系

メタリックベース
（アルミ）

着色アルミ

パール顔料系

ホワイト系

ブルー系

グリーン系

ブラウン・マルー
ン系

クロマックス®プロ原色特性表

着色顔料

ホワイト系

ブラック系

WB05より漆黒のブラック　黒系の塗色のみに使用　調色において使用方法に制限があります

WB06と同じ変化をするが、着色力の効きは約1/3

ブルー系

WB25と同じ変化をするが、着色力の効きは約1/8

グリーン系
WB30と同じ変化をするが、着色力の効きは約1/10

イエロー系



バイオレット系 WB1005 ライラックパール 中目 バイオレット干渉マイカ 標準的なバイオレットパール 緑白味

WB1013 サテンレッドパール 細目 レッド着色マイカ シルキー調着色レッドパール 赤黒味

WB1012 レッドパール 中目 レッド着色マイカ 標準的な着色レッドパール 赤黒味

WB1024 ラジアントレッドＥＦＸ 粗目 レッド着色アルミナ 太陽光下で光輝感強い着色レッドパール 光輝感で赤黒味

WB1011 カッパーパール 中目 カッパー着色マイカ 標準的な着色カッパーパール 黄赤黒味

WB1025 ファイヤーサイドカッパーＥＦＸ 粗目 カッパー着色アルミナ 太陽光下で光輝感強い着色カッパーパール 光輝感で黄赤黒味

着色グリーン系 WB1006 ブルーグリーンパール 中目 グリーン着色マイカ 標準的な着色ターコイズパール 黄緑黒味

ガラスフレーク系 WH1795 シャイニングシルバーＥＦＧ 粗目 シャンパン色ガラスフレーク 光輝感の強いシャンパン色ガラスフレーク -

レインボー系 WH1736 スペクトラルシルバー 粗目 角度により虹色に変化する特殊光輝材 淡い黄味の赤に輝く 虹色に変化する

カラーグループ 原色番号 原色名 特性 正面 スカシ

PP202 ソラリスレッド 粗目 淡い赤色の干渉パール 強い光の下でキラキラ輝きWB1014より粗く見える 緑に変化する *

PP203 アークティックファイアー 粗目 グリーンからパープルに変化する干渉パール 淡いグリーンに輝く パープルに変化する *

PP204 スカラベレッド 粗目 濁りのある緑色の着色パール 濁りのある茶色がかったグリーン 強く赤味に変化する *

PP301 マイクロシルバー 細目 一般の真珠色 WB1002よりも光輝感がある やや赤味に変化する *

PP302 ガラスフレーク 粗目　ホワイトパールの様な輝きをするガラスフレーク ホワイトパールよりも透明感のある輝きがある 濁りの少ない濃さがある *

PP304 コースガラスフレーク 極粗目　ホワイトパールの様な輝きをするガラスフレーク ホワイトパールよりも透明感のある輝きがある 濁りの少ない濃さがある *

PP401 ルチルブルー 中目 青色の干渉パール PP402より若干の緑味がある やや黄味に変化する *

PP402 ウルトラルチルブルー 中目 青色の干渉パール WB1003よりも光輝感がある やや赤味に変化する *

PP501 ウルトラグリーン 中目 緑色の干渉パール WB1007よりも鮮やかなグリーン 赤味に変化する *

PP502 コスミックターコイズ 粗目 緑と青の中間の干渉パール 緑味の強いターコイズ 赤味に変化する *

PP503 ラピスサンライト 中目 淡いグリーンからブルーに変化する干渉パール PP203より黄味のグリーンに輝く ブルーに変化する *

PP504 トロピックサンライズ 中目 グリーンから黄味のレッドに変化する干渉パール WB1007より黄味のグリーンに輝く 黄味の淡いレッドに変化する *

PP601 ロイヤルゴールド 中目 ゴールドの着色パール 鮮やかなゴールド色 赤味のあるゴールド色 *

PP701 カッパーパール 中目 ブラウンの酸化鉄パール 青味寄りのブラウン　シルキーな光沢がある 赤味寄りの濃さが出る *

PP702 アンバーカップオレンジ 中目 オレンジの着色パール 鮮やかなオレンジ 明るいオレンジ *

PP901 ビオラファンタジー 中目　パープルからグリーンに変化する干渉パール パープルに輝く グリーンに変化する *

カラーグループ 原色番号 原色名 特性 正面 スカシ

WB1050 ブライトネスアジャスター アルミ、パールのフリップフロップ調整剤　原則8%以下で使用 輝きを得る効果により僅かに暗くなる 明るく変化する

着色レッド系

着色カッパー系

パウダーパール

パウダーパール

その他


