
センタリ® フリップフロップ一覧表 2022年9月

分別グループ 色番号 原  色  名 特               性

粒子の大
きさの順

正面（ヘッド）

正面の
白い順

ス カ シ （ サ イ ド ）

スカシの
白い順

ホワイト系 AM1 ホワイトHS 標準の白

AM2 ホワイトLS 低着色力の白　AM１の1/10濃度 青味がかったグレー 僅かに黄味が出る

AM3 クリスタラインフロスト オパールカラー　透明性のある白 黄味、白味がかったゴールド色 冴えた青白味になる

ブラック系 AM5 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 やや黄味よりのグレー 黒味が強く深みがある

AM6 ブラックHS 標準の黒 着色力はAM5の約1/2 AM5より僅かに青味のグレー AM5より僅かに赤白くなる

AM7 ブラックLS 低着色力の黒　AM6の1/10の濃度 AM6と同じ変化をするが効力は1/10

XB47606 ジェットブラックB.C B/C 漆黒ブラック　　(XBバインダー専用） 青黒い黒 青黒く濃くなる

アルミ・ AM10 ファインアルミ 細目のアルミ 12 暗く濁る 12 スカシ明るくなるが変化が少ない 1

メタリックベース系 AM11 ミディアムアルミ 中目で白いアルミ 10 明るい 8 やや黒味が増す AM17と同程度 3

AM13 ミディアムコースアルミ 粗目と中目の中間のアルミ 6 明るい光沢 10 やや黒味 4

AM14 コースアルミ 粗目で輝きが強いアルミ 3 輝きが強く明るい 7 やや黒味が増す 6

AM16 ミディアムファインアルミ 中目のアルミ 9 やや暗い 11 明るくなるが変化は穏やか 2

AM17 ブライトファインアルミ 中目で輝きの強いアルミ 7 白く明るい 5 黒味が増す 8

AM94 エクストラコースアルミ 極粗目で輝きの強いアルミ 1 AM14より輝きが強く明るい 6 黒味が増す 7

AM95 ブライトコースアルミ 粗目で特に輝きが強いアルミ 4 輝きが強く明るい 4 黒味が増す 9

AM97 ファインエクストラブライトアルミ 中目で輝きが強いアルミ 8 AM17より白く輝きが強く明るい 3 黒味が強くなる 10

AM98 ミディアムファインエクストラブライトアルミ 粗目で最も輝きが強いアルミ 5 最も輝きが強く明るい 2 黒味が最も増す 11

AM960 スペシャルファインブライトアルミ 細目のアルミ 11 AM10と同等の粒子径で明るい 9 やや黒味 5

AM965 スペシャルコースアルミ 極粗目でAM98と同様輝きが強いアルミ 2 AM94と同等の粗さでAM98同様輝きが強く明るい 1 AM98と同様黒味が最も増す 12

メッキ調アルミ AM835*2 スペシャルシルバー 細かい粒子径で高輝度のメッキ調アルミ 通常のアルミより、粒子感が少なく高輝度 黒味が強い

着色アルミ AM78 アルミゴールド 粗目 金色の着色アルミ ゴールド色 黒くなる

AM979 アルミニウムオレンジ 粗目　オレンジ色の着色アルミ 鮮やかなオレンジ色 AM78より明るい赤黒味になる

AM974 アルミニウムブルー 中粗目　着色ブルーアルミ 鮮やかなブルー色 青黒味が出る

Z3053 SPFシルバー 細目のアルミ 明るい やや黒味

ブルー・バイオレット系 AM20 バイオレット 鮮やかな青味の紫 冴えのある青味のバイオレット 青味で暗くなる

AM21 バイオレットブルー 彩度が低い最も赤味の強い青 濁りのある赤味のブルー 赤味が強く出る

AM22 ピュアブルー 冴えのあるスカシの赤味の少ない青 冴えたやや赤味のブルー AM27より赤味が少ない

AM25*1 トランスブルー 正面の赤味ブロンズの強い青  AM26より僅かにブロンズ小 AM26より僅かに赤味が少ない 赤味が強く出る

色あしは冴えが有り着色力もAM26の約3倍ある          

AM26 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 赤味が出る

AM27 ブルー スカシの赤味の少ない青 やや黄味のブルー 深みが増す

AM28 ファストブルーHS 高着色力赤味の青 やや赤味のブルー やや赤味が出る

AM29 ライトブルー 黄味の青  夕日で特に黄味が強くなる 冴えた黄味のブルー 赤味が出る

AM70 ファストブルーLS 微調色用の青　 AM28の1/10濃度 AM28と同じだが効きは1/10

AM96*1 レディッシュブルー 正面の赤味のブロンズ  色あしとも赤味の強い青 冴えのある赤味 赤味が出る

正面の ブロンズはAM26と同程度だが冴えがある

色あしは冴えのある赤味で着色力大

グリーン系 AM30 ファストグリーンHS 高着色力の青味の標準グリーン 青味のグリーン 深みが出て濃くなる

AM31 ファストグリーンLS 低着色力のグリーン AM30の1/5濃度 ＡＭ30の同色だが効きは1/5

AM32 グリーン 黄味のグリーン 黄味のグリーン 黄味でAM30より明るい

AM33 グリーンゴールド ゴールドに近いグリーン 青味のゴールド色 青味が増す

AM34*1 グリーン 青味の強いグリーン  AM30より青味,冴え,透明感とも大 青味のグリーン 青く濃くなる

着色力もAM30より約15％大

イエロー・オレンジ系 AM35 グリーンイエロー 若干青味のあるゴールド（原色の見た目はAM81に近い） 若干青味のあるゴールド色 深みがあり、若干青味のあるゴールド

AM41 イエロー 標準的なレモンイエロー レモンイエロー AM43よりやや青味 青白味が増す

AM43 ブライトイエロー 標準的なレモンイエロー レモンイエロー AM41よりやや赤味 青白味が増す

AM45 トランスイエロー 透明な赤味の黄色 赤味のイエロー・ゴールド色 やや青黒味を増す

AM46 イエローオレンジ 高着色力で不透明な赤味の黄色 ゴールド色 赤味のイエロー 青白味を増す
ブルーの赤味取りに効果がある

AM53 レッドオレンジ やや赤味のオレンジ 黄味のオレンジ 黄味が強くなる

AM54 ピュアオレンジ 冴えた赤味のオレンジ 冴えたオレンジ 深みが増す

AM81 イエローオキサイドHS 黄色酸化鉄、濁りのある黄色  着色力が大きい 濁ったイエロー 黄白く明るくなる

AM82 イエローオキサイドLS AM81の1/5濃度 AM81と同じだが効きは1/5

レッド・マルーン系 AM50 ブリリアントレッド 冴えのある明るい赤 やや濁った黄味の赤 冴えた黄味が出る

AM55 ライトレッド 透明な黄味の赤 黄味のレッド鮮やかなだいだい色 黄味の赤で変化少ない

AM61 スカーレットレッド 透明で冴えた赤 黄味の赤（AM55より青い） 深みが増す（AM62より黄色い）

AM62 トランスレッドHS 透明で冴えた青味の赤 冴えのある青味のレッド 僅かに黄味になり濃くなる

AM63*1 トランスマゼンタ 透明度の強い青味の赤で AM64より冴えがある 冴えた青味の赤 青く濃くなる

色あしはAM62とAM64の中間  着色力はAM64の約2.2倍ある

AM64 マゼンタ 透明で青味の赤 AM62より青味 青味のレッド AM62より青味で濁る 青味が増し濃くなる

AM66 レッドバイオレット 赤味のバイオレット 赤紫 蛍光灯下で青黒味を増す 赤味のバイオレット 青味が増し濃くなる

AM69 ピュアマゼンタ 冴えのある青味の赤 冴えた青味のレッド 青味が増し濃くなる

AM84 レッドオキサイドLS 標準的な赤錆色 冴えのないブラウン 赤白く明るくなる

AM85 トランスマルーン 透明で黄味のマルーン 黄味のマルーン 濃くなる 深みが増す

AM86 オパークレッド 不透明で標準的な赤 青味のレッド 赤白く明るくなる

AM87*1 レッドバイオレット 赤味のバイオレット AM66より透明度高く青濃く冴えがある 赤味のバイオレット 赤青く濃くなる

着色力もAM66の約40％大

11007S カララントルビー 透明感のあるマルーン AM85よりやや青味のマルーン 深みが増す

AM90 トランスオキサイドイエロー 透明な黄味の酸化鉄 AM45に近い色相ゴールド色 濃くなる  僅かに赤味になる

ブラウン系 AM91 トランスオキサイドレッド 透明な赤味の酸化鉄 赤味よりのゴールド色 濃くなる  赤味になる

AM93 トランスブラウン 赤味で透明なブラウン 太陽光下で赤味を増す 赤味のブラウン 深みのある濃さが出る

パール系 AM72 レッドパール 粗目 赤色の着色パール 赤色 すべての角度で赤く見える効果がある 赤色の輝きで変化は少ない

AM73 ホワイトパール 粗目 一般の真珠色 真珠光沢 シルバーパール 僅かに赤黒味になる

AM74 ブルーパール 粗目 青色の干渉パール 淡いブルー  ブラックと混合すると濃いブルーになる オレンジに変化する

AM75 スーパーグリーンパール 粗目 緑色の干渉パール 淡いグリーン ブラックと混合すると濃いグリーンになる 赤味に変化する

AM76 ゴールドパール 粗目 金色の干渉パール 淡いゴールド ブラックと混合すると濃いゴールドになる 青白味に変化する

AM77 カッパーパール 粗目 赤銅色の着色パール 赤銅色 すべての角度で銅のような色合いを出す 変化は少ない  暗い赤銅色

AM79 バイオレットパール 粗目 紫色の干渉パール 淡いバイオレット　ブラックと混合すると濃いバイオレットになる 緑に変化する

AM721 レッドサテンパール 細目 赤色の着色パール AM72と同じ着色効果だが僅かに暗くなる 赤色の輝きで変化少ない

AM724 ルチルレッドパール 粗目 淡い赤色の干渉パール 淡い赤色（黄味のピンク） 緑に変化する

AM725 ラジアントレッドEFX 粗目 淡い赤色の着色パール 強い光の下でキラキラ輝きAM72より粗く見える 赤色の輝きで変化は少ない

AM731 F.S.ホワイトパール 極細目 一般の真珠色 AM73と同じ着色効果があるが輝きが穏やかになる 僅かに赤味に変化する

AM732 ミディアムホワイトパール 細目 一般の真珠色 真珠光沢 AM73と同じ着色効果 僅かに赤黒くなる

AM735 クリスタルシルバーEFX 粗目 一般の真珠色 強い光の下でキラキラ輝きAM73より粗く見える 僅かに赤黒味になる

AM741 F.S.ブルーパール 細目 青色の干渉パール 淡いﾌﾞﾙｰAM74と同じ着色効果輝きが穏やかになる オレンジに変化する

AM745 ギャラクシーブルーEFX 粗目 青色の干渉パール 強い光の下でキラキラ輝きAM74より粗く見える オレンジに変化する

AM755 ステラグリーンEFX 粗目 緑色の干渉パール 強い光の下でキラキラ輝きAM75より粗く見える 赤味に変化する

AM765 サンビームゴールドEFX 粗目 金色の干渉パール 強い光の下でキラキラ輝きAM76より粗く見える 青白味に変化する

AM775 ファイヤーサイドカッパーEFX粗目 赤銅色の着色パール 強い光の下でキラキラ輝きAM77より粗く見える 変化は少ない  暗い赤銅色

AM895 シャイニングシルバーEFG 極粗目　シャンパン色のガラスフレーク 光輝感の強いシャンパン色 濁りが少ない

PP201 オータムミステリー 中目 干渉効果のある赤色の着色パール 深みのない　AM72レッドパールより冴えがない赤 やや赤く変化する

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AM724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 AM732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 AM74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 AM755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 AM75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

X5602 ブリリアントレインボー 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

カラークリヤー専用色 AM950*3 スペシャルレッド 透明感のある赤でAM85より青味

AM951*3 スペシャルマルーン 透明感のあるマルーン

4530S フロップコントローラー アルミ、パールのフリップフロップ調整剤（12%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

正面、スカシは原色100:100 AM13にて評価 *1　ソリッド専用　センタリ® 500、501、5035 ,イムロン® 700に使用する。

色相は原色見本帳でご確認下さい。           *2　メッキ調の特殊カラーに使用する。

*3　カラークリヤー専用色。ベースコートには使用不可。
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