
（12年08月04刷PKO）カタログNo.402

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

試験規格：JIS K 5659：2008 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級

注a 淡彩とは、白エナメルを主成分として作った塗料の塗膜に現れる、灰色、桃色、クリーム色、うすい緑色、水色などのようなうすい色で、JIS Z 8721による明度Vが6以上9未満のものとする。

※ JIS K 5659:2008 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級の試験を現在受験中です。

北海道販売部　〒061-3244 北海道石狩市新港南2丁目718-4
  TEL（0133）64-2424　FAX（0133）64-5757

東北販売部　〒983-0004 仙台市宮城野区岡田西町3-40（KSCビル）
  TEL（022）287-2721　FAX（022）288-7073

北関東信越販売部　〒321-0953 宇都宮市東宿郷4丁目2-24（センターズ・ビルディング1F）
  TEL（028）637-8200　FAX（028）637-8223
松本営業所　〒390-0833 長野県松本市双葉10番22号（双葉町ビルB棟2階202号）
  TEL（0263）26-3377　FAX（0263)26-3322
新潟営業所　〒950-0088 新潟市中央区万代5丁目7-2（シアース万代　西309）
  TEL（025）246-3347　FAX（025）241-9442
前橋営業所　〒371-0804 前橋市六供町1丁目13-1（ＹＫ第1ビル）
  TEL（027）243-0388　FAX（027）243-0396

東京販売部　〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1
  TEL（03）5711-8905　FAX（03）5711-8935
横浜営業所　〒235-0036 横浜市磯子区中原1丁目2-31-204
  TEL（045）761-7390　FAX（045）761-7395
千葉営業所　〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27-18（ＹＳビル4Ｆ）
  TEL（043）297-3611　FAX（043）297-3710
川越営業所　〒350-1116 川越市寿町1丁目2255-1（豊栄ビル2F2号室）
  TEL（049）243-4351　FAX（049）243-4356
静岡営業所　〒422-8008 静岡市駿河区栗原12‐9
  TEL（054）262-4747　FAX（054）262-0330

中部販売部　〒460-0007 名古屋市中区新栄1丁目29-25
  TEL（052）262-0921　FAX（052）262-0981
三重営業所　〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1804-5
  TEL（059）397-3313　FAX（059）397-4887

大阪販売部　〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目6-14
  TEL（06）6203-5701　FAX（06）6203-5603
神戸営業所　〒650-0046 神戸市中央区港島中町2丁目2-1-8-4
  TEL（078）303-2701　FAX（078）303-8213
北陸営業所　〒924-0013 石川県白山市番匠町50-1
  （金沢G）  TEL（076）275-7200　FAX（076）275-7900
北陸営業所　〒930-0004 富山市桜橋通り2-25（富山第一生命ビル）
  （富山G）  TEL（076）432-0109　FAX（076）432-0189

中国販売部　〒732-0052 広島市東区光町1丁目12-16
  TEL（082）262-7101　FAX（082）264-3285
岡山営業所　〒700-0972 岡山市北区上中野1-16-2
  TEL（086）245-9455　FAX（086）245-9460

四国販売部　〒763-8510 香川県丸亀市土器町北2丁目88
  TEL（0877）24-5484　FAX（0877）24-4950
高知営業所　〒780-8007 高知市仲田町2‐28
  TEL（088）831-1577　FAX（088）831-2528

九州販売部　〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目5-8
  TEL（092）411-9901　FAX（092）441-3339
北九州営業所　〒807-0811 北九州市八幡西区洞北町2-10
  TEL（093）601-1336　FAX（093）601-1371
熊本営業所　〒861-4101 熊本市南区近見8丁目14-66
  TEL（096）358-4011　FAX（096）358-4014
鹿児島営業所　〒891-0114 鹿児島市小松原１丁目69-5
  TEL（099）266-2960　FAX（099）266-2962
沖縄営業所　〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客3丁目9-1（勢理客産業ビル4F）
  TEL（098）870-8782　FAX（098）870-8652

本　社　　〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1
　　　　　TEL（03）5711-8904　FAX（03）5711-8934
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