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ポリバンスには必要なものが揃っています！
1981年にウレタンサプライカンパニーとして生まれたポリバンスは、それ以来自動車用プラスチック修理技術の最
前線にいます。 1983年に業界初で最もポピュラーであるエアレスプラスチック溶接機を導入しました。それ以来、
プラスチック修理の革新のリストは増え続けています。 1999年に、Uni-Weld FiberFlexを開発しました。 それは、
プラスチックを識別する必要がなく、繊維強化で非常に強いユニバーサルロッドです。 2002年には、バンパー＆ク
ラッディングコートの画期的な製品ラインを導入し、2006年には、窒素シールドプラスチック溶接機を世界に紹介
いたしました。 絶え間ない革新への探求を通じて、私たちは、ユーザーにとってプラスチックの修理をより簡単
に、より強く、より収益性の高いものにする製品を毎年作成しています。
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プラスチック修理のクイック照合チャート

修理方法

AW-1

N2-1

ABS, HDPE*, LDPE*,
PA-6 (nylon), PBT, PC,
PP, PVC, TEO, TPE, TPO

ABS, HDPE*, LDPE*,
PA-6 (nylon), PBT, PC,
PP, PVC, TEO, TPE, TPO
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修理手順

エアレス溶接
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PP, TPO, TEO,
TPE, PE, or
その他

AW-3

AD-1
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熱硬化性
ポリウレタン
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SMC, UP, FRP,
Fiberglass,
Metton

プラスチッククリーナーで部品を清掃します
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熱可塑性 プラスチック
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熱可塑性 プラスチック
窒素溶接

Uni-Weld
FiberFlex

熱硬化性ウレタンの
溶接

修理
Page 5 - 14

フィラー
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プライム
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塗装
Page 15

下地形成後、基材の硬度に合ったフィラーを塗布します
プライマーサフェーサー
トップコートを適用

*ポリエチレンは特別な準備なしでは塗装できません。 詳細な手順については、M\XVLULSHD.comをご覧ください

液型接着剤

プラスチックの識別と修理方法の決定
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部品の裏側にあるプラスチックID記号を探して、プラスチックのタイプを識別します。 下の表と部品のシンボルを一致させます。一覧にある 推
奨される修復方法を最初にチェックします。 識別記号または略語が欠落している場合のヒントについては、次のページを参照してください。

熱硬化性プラスチック

リサイクル
シンボル

シンボル
＆タイプ

説明/
識別する方法

代表的なアプリケー
ション

推奨される修復
方法

通常は柔軟性があり、黄
色または灰色の場合があ
り、溶けようとすると泡
と煙が発生します。

フレキシブルバンパーカバー、
フィラーパネル、ロッカーパネル
カバー、スノーモービルカウル。

ウレタン（R01）ロッドを
使用した修理方法AW-3/
FiberFlex（R10シリーズ）
ロッドを使用した修理方法
AW-2

SMC, UP, FRP
グラスファイ
バー

ガラス繊維で強化された
硬質のポリエステルマト
リックス。細かい切削粉

リジットボデーパネル、フェン
ダー、フード、ヘッダーパネ
ル、スポイラー

ガラス繊維と2液型エポキシ
接着剤による修理方法
AD-1、など

DCPD, Metton ®

硬質材料、繊維なし、

大型トラックおよびトラクター
のパネルとフード。

二液型メタクリレート接着
剤による修理方法AD-1

PUR, RIM, RRIM 熱硬
化性ポリウレタン

灰色。

ベース材料を溶かそうとし
ないでください！ホットメ
ルト接着剤のように、ロッ
ドをV溝に溶かしてくださ
い。
穴の上にバッキングプレー
トを使用し、強度を高める
ためにグラスファイバーク
ロスの層を使用します。
穴の上にバッキングプレー
トを使用し、強度を高める
ためにグラスファイバー
クロスを使用します。

XPE, XLPE, PE-Xb,
PEX,
架橋ポリエチレン

半柔軟でワックス状また
は油っぽい感触で、加熱
すると柔らかくなります
が、溶けません。

ガソリンタンク、カヤック、
カヌー、ゴミ箱、使用は減少し
ています。

ポリエチレンロッド（R04） フィラーまたは塗装の適用
を使用した修理方法AW-3、
は困難または不可能です。
ホット メルト接着剤として使 加熱すると茶色
用

ABS アクリロニト
リルブタジエン
スチレン

硬く、多くの場合白です
が、どんな色でも細かく
成形できます。

インストルメントパネル、グリル、
トリムモールディング、コンソー
ル、アームレストサポート、スト
リートバイクフェアリング、カ
ヌー、航空機の翼端、インテリア

ABSロッド（R03シリーズ）を
使用した修理方法AW-1または
N2-1 / 2液エポキシ接着剤に
よる修理方法AD-1

PlastiFixは最適な修復方法で
す。 溶接修理は、強度を高
めるためにエポキシで裏打
ちすることができます。

PBT ポリブチレン
テレフタレート

半硬質または硬質で細
かいの切削粉。

自動車パネル、電気コネクター、
フード下部品

PBTロッド(R08シリーズ）
を使用した修理方法AW-1ま
たはN2-1

結晶型プラスチック。摩擦
係数が低い。 圧力をかけ
2045メッシュで補強します。

PA, PA-6
ポリアミド（ナイ
ロン）

半硬質または硬質で細か
い切削粉。

ラジエータータンク、ヘッドラン
プベゼル、外装トリムパーツ、
ミラー、プラスチック、エンジン
パーツ。

PC + ABS
硬く、切削粉が細かく、
（ポリカーボネート 通常は色が濃い。
ABS）

熱可塑性プラスチック

修復のヒント

PC + PBT
Xenoy(ポリカーボ
ネートブレンド）

ナイロンロッド（R06シリー 溶接前にプラスチックを
ヒートガンで予熱し、母材
ズ）を使用した修理方法
とロッドを完全に混ぜ合わ
AW-1またはN2-1
せます。
ドアスキン（サターン）、インス PC+ABSロッド（R20シリーズ）を 溶接前にヒートガンでプラ
トルメントパネル、ストリートバ 使用/ PCロッド（R07シリーズ） スチックを予熱します。
を使用した修理方法AW-1または
イクフェアリング。
N2-1/ 接着剤による修理方法AD-1

非常に硬く、切削粉が細
かく、通常は色が濃い。

バンパーカバー（84-95フォード
PCロッド（R07シリーズ）を
トーラス、エアロスター、一部の 使用した修理方法AW-1また
M-B、ヒュンダイ）。
はN2-1/接着剤による修理方
法AD-1

HDPE
半柔軟性、粉砕時に溶融
高密度ポリエチレン および汚れ、通常半透
明、ワックス状または
油っぽい感触。

オーバーフロータンク、インナー
フェンダーパネル、ATVフェン
ダー、RV貯水タンク、ガスタン
ク、カヤックカヌー、遊具

PE/LDPE
ポリエチレン

半柔軟性、粉砕時に溶融
および汚れ、通常半透
明、ワックス状または
油っぽい感触。

オーバーフロータンク、インナー ポリエチレンロッド（R04
フェンダーパネル、ATVフェン
シリーズ）を使用した修理
ダー、RV貯水タンク、ガスタン
方法AW-1またはN2-1
ク、カヤック、カヌー、ゴミ箱

PP
ポリプロピレン

半柔軟性、粉砕時の溶融
および汚れ、ワックス状
または油っぽい感触、通
常はPEよりも少し硬い。

バンパーカバー（通常はEPDMと
ブレンド）、インナーフェン
ダー、ラジエーターシュラウド、
ガスタンク、バッテリーケース、
パレット

PPE, PPE+PS

半硬質で切削粉が細か
く、通常はオフホワイト
または黒色です。

フェンダー、エクステリアトリム、 PPE+PSロッド(R08シリー
リアハッチパネル。エアロパーツ ズ）を使用した修理方法AW-1
またはN2-1

ポリフェニレン
エーテル

高密度ポリエチレンロッド
（R12シリーズ）を使用し
た修理方法AW-1またはN2-1

PPロッド(5シリーズ）を
使用した修理方法AW-1また
はN2-1/ )LEHU)OH[ロッド
（5シリーズ）を使用し
た修理方法AW-2

溶接前にヒートガンでプラ
スチックを予熱します。

フィラーまたは塗装の適用
は不可能です。

フィラーまたは塗装の適用
は不可能です。

2液型エポキシフィラーを塗
布する前に、1060FPフィ
ラープレップ接着促進剤を
使用します。
溶接前にヒートガンでプラ
スチックを予熱します。

3323$33(3$
Noryl GTX
(ナイロンブレンド)

半硬質で切削粉が細か
く、通常はオフホワイト
の色です。

フェンダー（サターン・GM）、
エクステリアトリム。

GTXロッド（R15シリーズ）を 溶接前にヒートガンでプラ
使用/ ナイロンロッド（R06 スチックを予熱します。
シリーズ）を使用した修理方
法AW-1またはN2-1

PVC
ポリ塩化ビニル

硬く、切削粉が細かく。
通常は白またはグレーで
すが、任意の色にするこ
とができます

パイプ、サイディング、ガラス
フレーム、デッキ、雨どい、ス
ピードバンプ

PVCロッド（R09シリーズ）
溶接を使用した修理方法
AW-1またはN2-1

TPE
熱可塑性エラスト
マー

通常は黒または灰色の半
柔軟性があり、研磨する
と溶けて汚れます。

バンパーカバー、フィラーパネ
ル、アンダーフードパーツ。

FiberFlexロッド（R10シリー
ズ）を使用した修理方
法$:

2液型エポキシフィラーを
塗布する前に、1060FPフィ
ラープレップ接着促進剤
を使用します。

通常は黒または灰色の半
柔軟性があり、研磨する
熱可塑性オレフィン と溶けて汚れます。

PPロッド（R02シリーズ）を使用/ 2液型エポキシフィラーを
バンパーカバー、リップスポイ
TPOロッド（R05シリーズ）をした 塗布する前に、1060FPフィ
ラー、グリル、インテリアパー
ツ、インストルメントパネル、ス 修理方法AW-1またはN2-1/
ラープレップ接着促進剤を
FiberFlex(R10シリーズ）ロッドを
使用します。
ノーモービルカウル。

TPU, TPUR
熱硬化性ポリウレ
タン

バンパーカバー、ソフトフィラー ポリウレタンロッド（R01シリー
パネル、マットガード、ロッカー ズ）を使用した修理方法
AW-3/ )LEHU)OH[ロッド(5シリー
パネルカバー。

TPO, TEO, PP/
EPDM, TSOP

使用した修理方法AW-2。

PETE, PET
ポリエチレンテレ
フタレート

柔軟で細かい切削粉。

ズ）を使用した修理方法AW-2

柔軟で強力

ペットボトル、各種糸繊維、ヘッ
ドライナー、ヒューズボックス、
ドアパネル

PETロッド（R13シリーズ）
を使用した修理方法AW-1ま
たはN2-1

元の部分ほど強くすること
はできません。 十字型のレ
イヤーで製造されており、
複製することはできません

プラスチックの識別と修理方法の決定
Page 
バンパーの識別プロセス

プラスチックのIDナンバーが見つからない場合
一般的なプラスチックの
識別プロセス

注：このテスト
を効果的に実行
するには、溶接
機を非常に高温
にする必要があ
ります。
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破損した部分に多く
のガラス繊維が有
り、部品は非常に硬
いですか？

Yes

注：溶接機は
このテストを
効果的にする
為に、非常に
熱くなければ
なりません

No

裏側の部分は
黄色ですか？
No

Xenoy（PC / PBT） ポリ
カーボネート（R07シ
リーズ）ロッドを使用
し修理方法AW-1または
N2-1での修理。

プラスチックをエアレス溶接機で溶か
そうとすると、溶融時に煙がたくさん
出たり、泡がでたり、茶色になったり
しますか？

それを溶かすこと
を試みるとき、そ
れは泡立ち煙が出
ます。
冷めた時に粘着性
が残りますか？

Yes
Yes

No
Yes

軟質

おそらくポリウレタ
ン。 （R01シリーズ）
ロッドを使用した修理
方法AW-3での修理 。
ワックスのような感覚
の場合。架橋ポリエチ
レンもあります。
（R04シリーズ） ロッ
ドを使用した修理方法
AW-3での修理

Yes

No

おそらく
SMC、FRP。エポキ
シ接着剤，FRP樹脂
を使用した修理ま
たは、2液型接着剤
AD-1での修理

軟質

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣ㠀
ᖖ◳࠸࡛ࡍ㸽

/

硬質?
硬質

Mettonのような熱
硬化性硬質プラス
チック。エポキシ
接着剤、FRP樹脂を
使用した修理また
は ２液型接着剤
AD-1での修理。

**テスト溶接を実行するには、部品の裏側
の小さな領域をきれいにして研磨します。
表面に小さなスポット溶接を行います。 溶
接部が冷めたら、指の爪またはドライバー
でそれを取り外そうとします。 一番頑丈に
溶接されているロッドを使用します。

プラスチックの感触と外観か
ら判断して、最適なものと溶
接**をテストします。
非常に剛性-R07
硬質-R03、R06、R13、R14、R15

No

半硬質-R02、R04、R05
柔軟-R04
これらのロッドのいずれかが
うまく付着していますか？

<HV
一番頑丈に溶接された
ロッドを使用し修理方
法AW-1またはN2-1での修
理。

半硬質の場合、おそらく
TPO、TEO、または
TPE、Uni-Weld FiberFlex
を使用した 修理方法
AW-2、またはポリプロピ
レンロッドを使用した修
理方法AW-1またはN2-1での
修理。

ポリウレタン
（R01シリーズ）
ロッドを使用した
修理方法AW-3で
の修理。

No

おそらくTPO、TEO、
またはTPE。 Uni-Weld
FiberFlexを使用した修理方
法AW-2または（R02シリー
ズ）ポリプロピレンロッド
を使用した修理方法AW-1ま
たはN2-1での修理。

バンパーカバーの95％以上は、3つの素材の
いずれかで作られています。 おおよその内
訳は次のとおりです。
TPO, TEO, PP ...95%
PUR...................3%
Xenoy ................1%
その他 ...............1%

注：溶接ロッドパーツナンバーリングシステムついては、9ページを参照してください。

全てのプラスチックリペアの準備
綺麗な表面
修理の強度を最大化にするために、損傷領域の表面から汚染物質を徹底的に除去します。
ステップ1.1020スカッフマジックプレップソープで両側をきれいにします。 清潔な布または圧縮空気で乾燥させます。
ステップ2.表面に1000 スーパープレップまたは、1004 エコプレッププラスチッククリーナーで、毛埃の出ないきれいな布で
濡れた状態で拭き取ります。汚染物質がクリーンエリアに広がらないように一方向に拭きとります。

ダメージの調整、へこみの除去、変形
プラスチックが歪んでいる場合は、ヒートガン等で加熱し、歪んだ部分の形状を修正し元の形状に直し
ていきます。プラスチックを加熱する場合、プラスチックをしっかり加熱することが重要です。プラス
チックの裏側もしっかり加熱させ、損傷エリアを充分に加熱しさせ、加熱後、ドライバーハンドルまた
はその他の丸みのある工具でプラスチックを強制的に元の位置に戻し、湿らせた布でその領域を冷却さ
せます。バンパーが冷えた状態で、引き延ばされている部分を縮小できます。滑らかになるまで作業を
続け、全体的に80グリッドのギヤサンダーまたはダブルアクションサンダーで切削し、低いスポットを
特定します。出しきれていない低いスポットを押し出し、その工程を繰り返し歪を無くします。熱硬化
性ポリウレタン（PUR、RIM）には「形状記憶」があり、遠赤または塗装ブースで加熱されるとしばし
ば元の位置に戻ろうと歪が出てしまうことがあります。
部品が端まで切断または引き裂かれている場合は、化粧面の表面を6481または6485アルミニウムボ
ディーテープに合わせて、裏面の修理工程を開始します。表面を揃えることにより、段差も出ず適切な
形状に復元出来る為フィラーの量を最小限に抑えることが出来ます。

修理方法AW-1エアレス溶接機による：融解溶接
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溶融溶接による熱可塑性プラスチックの修理
ウレタンバンパーを除き、すべてのバンパー、および自動車のほぼすべてのプラスチック
は、熱可塑性材料で作られています。 これは、熱を加えると溶けることを意味します。
熱可塑性部品は、プラスチックのペレットを加熱し溶融させ、溶けた材料を金型に注入
し、冷却し固めることで作られます。 これは、熱可塑性部品を溶かすことができること
を意味します。
最も一般的な熱可塑性自動車バンパーの材料はTPO（オレフィン系エストラマー）で
す。TPO（ オレフィン系エストラマー）は、あらゆる種類のインテリアおよびアンダー
フードプラスチックでも最も多く使用されている素材になりつつあります。 TPO（オレ
フィン系エストラマー）は、このページで説明されている融合技術を使用して溶接できま
すが、FiberFlexロッドは多くの場合、TPOの修理をより簡単かつ強力にします（修理方法
AW-2、6ページを参照）。 熱可塑性プラスチックを修理する最も強力な方法は、窒素ガ
スシールド溶接工程です。（修理方法N2-1、9〜14ページを参照）
3番目に一般的なバンパー材料であるXenoyは、次の熱可塑性樹脂融合技術を使用して最
もよく修復されます。

熱可塑性プラスチック

亀裂部をV溝形状に切削
・6481または6485アルミニウムボディーテープを使用して、亀裂部の
表面を揃えます。
・リューターに6121-Tティアドロップカッタービットを装着し裏面を
V溝形状に切削します。V溝と半径を囲む領域の塗料を除去します。

母材と一緒に溶接ロッドを溶かす

母材と一緒にロッドを溶かす
・エアレスプラスチック溶接機の温度設定を、識別プロセスで選択した
溶接ロッドに適した温度に設定します。ほとんどの場合、溶接ロッド
はきれいに溶けて変色することはありません。（唯一の例外はナイロン
で、ロッドが薄茶色になるはずです）プラスチックの表面に溶接チップ
を置き、ゆっくりとロッドを溶かします。

 溶接機を手前に引いて、溶接ロッドがV溝を満たすのを確認します。
溶接部が1工程5ｃｍ以下になるように溶接ロッドをV溝に溶融させま
す。 溶接機の先端からロッドを取り外し、溶融したロッドが冷めてし
まう前に、高温の溶接機の先端でその溶接部に戻り、母材と一緒に溶
接ロッドを完全に溶融させます。 材料を混合するために、溶接チップ
の端でプラスチックを押し込みながら滑らかに形成していきます。
ロッドとベースがうまく混ざるまで熱をかけ続けます。
亀裂部表面をV溝形状に切削し溶接する
・裏面の溶接部が冷めた後、次は、反対の表側でV溝加工と溶接工程
を裏面同様に施工します。

溶接部の面出し
・プラスチックを仕上げする必要がある場合は、粗いサンドペーパーで段差が
出ないようにロロックサンダー、ギアアクションサンダー、ダブルアクション
サンダー等である程度滑らかな形状にしていきます。 フィラーが溶接領域を
完全に覆うことができるように、溶接部を平らに研磨します。フィラーアプリ
ケーションの指示に従ってください。（15ページ）

修理方法$:：ファイバーフレックス

),%(5)/(;
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8QL:HOGフ
ファイバーフレックス ユニバーサルロッドによる修理
Uni-Weld FiberFlexは、プラスチック基板に付着する画期的な修理材料です。 それは真の溶接ロッドではな
く、熱可塑性ホットメルト接着剤になります。 FiberFlexで修理を行う場合、エアレス溶接機の熱を使用
して FiberFlexを塗布します。 FiberFlexは非常に強力な接着力を持ち、カーボン繊維とガラス繊維で強化
されているため、抜群の強度を発揮します。
FiberFlexは、最も一般的な自動車のバンパー材料であるTPO（別名TEO、PP / EPDM、TSOP）を修復す
る一般的な方法です。 その理由は、まったく同じ2つのTPOがないことです。 その結果、TPO（R05シ
リーズ）溶接ロッドは、厳密にはどのTPOとも完全には一致していません。
FiberFlexは、ほぼすべてのプラスチックの修理にも使用できます。 ウレタンやXenoyにも付着します。
修復しているプラスチックの種類がわからない場合は、FiberFlexを試してください。

損傷部にV溝を作る
6481または6485アルミニウムボディーテープまたはクランプを使
用して、亀裂部の表面を揃えます。
V-6122ヘビーデューティラウンドバリ、6125ヘビーデューティ
テーパーバリ、または6134-Rラウンドカッタービットを備えたダ
イグラインダーを使用して、プラスチックを部品の裏側の亀裂部
を中心に広いV溝の形状幅が約4ｃｍになるように切削します。
・80グリットまたはより粗いサンドペーパーでV溝を研磨して、
プラスチックに「歯」を入れることが非常に重要です。 低速グラ
インダーを使用してください。 高速で粉砕すると、多くの熱可
塑性プラスチックが溶けやすくなります。
・ギヤサンダーまたはダブルアクションサンダーで80グリットを
使用して、周囲の塗膜領域を削ります。
V溝の形状を段差が無いように滑らかに研磨、形成します。 V溝
部を80グリットのペーパーで手研ぎし、しっかりとしたヤスリ目
を作ります。

FiberFlexを溶かす
エアレス溶接機を最高温度に設定し、6031ティアドロップ溶接
チップを使用して（R10-04）FiberFlex溶接ロッド（リボン形状）の
表面を溶かします。ロッドを裏返して、溶融部分がプラスチック
に付着させることで、最高の接着力が得られます。 溶接チップの
エッジを使用してリボンの溶融部分を切り取り、 FiberFlexをV溝
に広げます。 FiberFlexと一緒にベース材料を溶かそうとしないで
ください。 Fiber-Flexを使用した修理は、ろう付けプロセスに似て
います。
・直径約5ｍｍ(3/16インチ）丸ロッドを適用することもでき
ます。 丸型FiberFlex（R10-02）と6030スピード溶接チップ
を使用して、作業を簡素化、高速化することが出来ます。
表面のV溝溶接
・裏面のFiberFlexが冷めた後（水で強制冷却することもできま
す）、表面で裏面と同様にV溝溶接工程を施工します。
V溝部のFiber-Flexを表面の面よりもわずかに高く構築します。
FiberFlexは研磨可能なフィラーでもあります。
仕上げ処理
・FiberFlexを完全に冷却した後、ギヤサンダーまたはダブルア
クションサンダーを低速回転で80グリットより細かいグリット
へと変更し、徐々に粗い目を消していきます。180グリットの
ぺーパーで研磨しパテ工程へと進みます。
・FiberFlexまたは2000 フレックスフィラー2または2020 SMC
ハードセットフィラーのスキムコートを使用して、低スポット
を埋めます。

),%(5)/(;㸦ࣇࣂ࣮ࣇࣞࢵࢡࢫ㸧ࡼࡿቯࢀࡓࢱࣈᘬࡁࢀࡓ࣎ࣝࢺ✰ࡢಟ⌮
Page 7

メッシュ埋め込み後ファイ
バーフレックスでカバー

メッシュを溶かし込む

•3337(2732ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝࢱࣈࡢಟ⌮
ከࡃࡢ7(2ࣂࣥࣃ࣮ࡣྲྀࡾࡅ୰᭤ࡀࡿᚲせࡀ࠶ࡿྲྀࡾࡅࢱࣈࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀ
ࡽࡣ࣓ࢵࢩࣗ)LEHU)OH[࡛㠀ᖖ⪏ஂᛶࡢ࠶ࡿಟ⌮ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲࡎࠊ⢒࠸࣮࣌ࣃ࣮
㸦㸡㸧࡛ࢹࢫࢡࢆⲨ๐ࡾࡋࡲࡍࠋࢱࣈࡢ୧ഃ࠶ࡿゅࡢ㒊ศྜ࠺ࡼ࠺ࠊ:
ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰࣓࣡ࣖࢵࢩࣗࢆ࢝ࢵࢺࡋࡲࡍࠋ࣍ࢵࢺ࢙࢘ࣝࢲ࣮ࢳࢵࣉ ࢜ࣉࢩࣙࣥ㸧
ࣇࣂ࣮ࣇࣞࢵࢡࢫ┤ᚄ㹫㹫ࣟࢵࢻࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࣓ࢵࢩࣗࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡ┤᥋ᇙࡵ
ࡲࡍࠋ࣓ࢵࢩࣗࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⁐ࡋࡓᚋࠊ⁐ࡅࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ⢒࠸࣮࣌ࣃ࣮ 㸡
㸧࡛㊊ࡅࡋගἑࢆྲྀࡾ㝖ࡁࡲࡍࠋ࣓ࢵࢩࣗࡢୖࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ)LEHU)OH[ࢆ⁐
ࡋⷧࡃ✚ᒙࡋࡲࡍࠋࡇࡢಟ⌮࡛ࡣࠊ࣓ࢵࢩࣗࡣᙉᗘᰂ㌾ᛶࢆᥦ౪ࡋࠊ)LEHU)OH[ࡣ
⢝⭷ࢆᥦ౪ࡍࡿಟ⌮᪉ἲ࡞ࡾࡲࡍࠋ

͌◚ࢀࡓࢱࣈࡢಟ
⢒࠸ࣟࣟࢵࢡࢹࢫࢡࢆࡗ࡚டࡢ࿘ᅖࢆ⢒ࡃ◊๐ࡋࡲࡍࠋ
:ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰࣓࣡ࣖࢵࢩࣗࢆゅࡢ㒊ศྜ࠺ࡁࡉ࢝ࢵࢺࡋࡲࡍࠋ࣍ࢵࢺ
࢙࢘ࣝࢲ࣮ࢳࢵࣉࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࣓ࢵࢩࣗࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡ┤᥋ᇙࡵࡲࡍࠋ㸦࢘ࣞࢱ
ࣥ㒊ရࡣࠊ⁐⼥ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ຠᯝࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸧࣓ࢵࢩࣗࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⁐ࡋࡓ
ᚋࠊ⁐ࡅࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ⢒࠸⣬ࡸࡍࡾ࡛☻ࡁࠊගἑࢆྲྀࡾ㝖ࡁࡲࡍࠋ
࣓ࢵࢩࣗୖ࡛)LEHU)OH[ࡲࡓࡣᑐᛂࡍࡿᶆ‽ⓗ࡞ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ〇ࡢࣟࢵࢻࢆ⁐ࡋࡲ
ࡍࠋᶆ‽ࣟࢵࢻࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⇕ࢆຍ࠼࡚ࠊࣟࢵࢻࡀᇶᮦ
⁐ࡅࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋࡼࡾࡁ࡞ࣇࣞࢵࢺࢆసࡾᙉᗘࢆቑࡍࡓࡵࡶࡗࣟࢵࢻ
ࢆ㏣ຍࡋ⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

• 337327(2ࡢᘬࡁࢀࡓ࣎ࣝࢺ✰ࢆ)LEHU)OH[࡛ಟࡍࡿ

1
ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ୧㠃ࢆ⢒࠸⣬ࡸࡍࡾ࡛◊
☻ࠋ࣎ࣝࢺ✰యࡢ➃ࢆ◊ࡄࠋࡍ࡚ࡢഃ
㠃ࢆ⣙ࣥࢳ㸦㹡㹫㸧 ࢆࢸ࣮ࣃ࣮状に
切削ࡋࡲࡍࠋࢲࣈࣝクションサンダー
80グリット࡛ࢸ࣮ࣃ࣮≧に塗膜を取り除き
ます。
⁐ࡅࡓࣟࢵࢻࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊ࣑ࣝ
ࢽ࣒࢘ࢸ࣮ࣉࢆ㝽㛫ᙜ࡚ࡲࡍࠋ

2
ᙉᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᚲせᛂࡌ࡚
:ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰⿵ᙉ࣓ࢵࢩࣗࢆ㝽㛫
ࢆ㉺࠼࡚ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⁐ࡋࡲࡍࠋ
)LEHU)OH[ࡣᙉᗘࡢࡓࡵࢢࣛࢫࣇ
ࣂ࣮がࣈࣞࣥࢻࡉࢀ࡚࠸ࡿⅭࠊࡇࡢ
ࢫࢸࢵࣉࡣࡋࡤࡋࡤ省略されることがあ
りますࠋ
࣮࣌ࢪࡢᣦ♧ᚑいࠊ)LEHU)OH[ࢆ溶融
し形成ࠋ常温に෭༷後࣑ࣝࢸ࣮ࣉࢆ
ࡣࡀࡋࡲࡍࠋ

3
)LEHU)OH[ࡀ෭࠼ࡿࡢࢆᚅ
ࡕࡲࡍࠋࢲࢢࣛࣥࢲ࣮ࡲࡓ
ࡣࢻࣜࣝࣅࢵࢺ࡛✰ࢆ㛤ࡅࠊࢲࣈ
ࣝࢡࢩࣙࣥࢧࣥࢲ࣮➼ࢆ⏝
ࡋࢢࣜࢵࢺప㏿回転࡛ࢧࣥࢹࣥ
ࢢࡋಟࢆ完了させ次工程へ進みま
すࠋ

ࣃࢵࢻධࡾࢲࢵࢩࣗಟ⌮
ᦆയࡋࡓ㒊ศࢆ⬺⬡ࠊΎᤲࡋࡲࡍࠋ㟁Ẽࢲࢢࣛࣥࢲ࣮ࡢࢻ࣒ࣛࢧࣥࢲ࣮࡛⁐᥋ࡍ
ࡿ㒊ศࡢ➃ࢆ㠃ྲྀࡾࡋࠊࣇ࢛࣮࣒ࣂࢵ࢟ࣥࢢࣅࢽ࣮ࣝ࢝ࣂ࣮ࡢᑡ࡞ࡃࡶ㹫㹫⛬
ࡢ῝ࡉࡲ࡛๐ࡎࡾࡲࡍࠋ⁁㒊ࡢ࿘ࡾࢆᖹࡋࣇ࢙ࢨࣜࣥࢢࢆྍ⬟ࡋࡲࡍࠋ
㸦5ࢩ࣮ࣜࢬ㸧࢘ࣞࢱࣥ⁐᥋ࣟࢵࢻࢆ⏝ࡋࠊ࢚ࣞࢫࣉࣛࢫࢳࢵࢡ⁐᥋ᶵ࡛ࠊ⁁ࡢ
ᗏࡽ⁐᥋ࢆᕤࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ⁁㒊ࢆ⁐⼥ࡋࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡ࡛‶ࡓࡋࠊࡑࢀࡀࣅ
ࢽ࣮ࣝ⾲⓶ࡢ➃⣙㹫㹫㔜࡞ࡿࡼ࠺ᗈࡆࡲࡍࠋ
⁐᥋㒊ࢆ෭༷ࡋࡓᚋࠊࢻ࣒ࣛࢧࣥࢲ࣮࡞࡛⁐᥋㒊ࢆࡽ◊☻ࡋࡲࡍࠋࣇ࣮ࣛ
ࡢ᥋╔ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࿘ᅖࡢ㡿ᇦࢆ⢒ࡃࡋࡲࡍࠋᶞ㌾ᛶࡢ࠶ࡿᶞ⬡ࣃࢸࢆ⏝
ࡋࠊࢫ࣮࢟ࢪ࡛ሬᕸࡋࡲࡍࠋࡽ࡞㍯㒌ಟࢆࡰࡍࡓࡵ⁐᥋⟠ᡤࡼࡾࡶᗈ࠸
㡿ᇦࢆࣃࢸ┒ࡾࡋࡲࡍࠋࣇ࣮ࣛࢆ◳ࡉࡏࡓᚋࠊࡽ࡞㍯㒌࡞ࡿࡲ࡛࣮࣌ࣃ࣮
ࡀࡅࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋሬᕤ⛬㐍ࡳࡲࡍࠋ

修理方法AW-3：熱硬化性ウレタン
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熱硬化性ウレタンの修理
自動車用ウレタン（PUR）は「熱硬化性」材料です。 ボディフィラーと硬化剤を混合する
場合に起こることと同様に、2つの液体化学物質が金型内で混合し、化学反応により固体を
形成するとで、熱硬化性プラスチックが形成されます。 溶接機でウレタンバンパーを溶か
そうとしないでください！ 熱硬化性ポリウレタンを「溶融」させた場合、プラスチックが
分解され、修理材料の架橋結合を破壊してしまいます。
ウレタンバンパーを識別する確実な方法は、高温の溶接チップをバンパーの裏側に押し込
むことです。 ウレタンの場合、プラスチックは液化し、泡立ち、煙が出ます。 （注：こ
れを行うには、溶接機が非常に高温になっている必要があります）。 加熱された部分が冷
めると、粘着性が残ります。 これは、熱がプラスチックの化学物質を分解したことを示し
ています。
熱硬化性ウレタンは、エアレスプラスチック溶接機で簡単に修理できますが、修理は真の
融接ではなくろう付け工程に似ています。

熱硬化性プラスチック

9溝
溝損傷エリア
・6481または6485アルミニウムボディーテープまたはクランプを使用し、亀
裂部の表面を整えます。
・6121-Tティアドロップカッタービットまたは6125テーパーバリを使
用し、部品の裏側にV溝を作ります。
・V溝を粗いペーパー（80グリットまたはそれより粗い）で研磨し、
プラスチックに「歯」を入れます。 また、V溝を囲む領域の塗膜を
除去し、V溝の縁をなめらかにすることで強度を高めます。

溶接チップを母材から離します

V溝にロッドを溶かします
・エアレスプラスチック溶接機の温度設定を「R01」ロッドの位置にします。
（R01シリーズ）ポリウレタン溶接ロッドを使用します。ロッドは溶接チップ
の底から完全に溶けて透明になり、変色や泡立ちはありません。 この結果が
得られるまで、必要に応じて溶接機の温度を微調整させます。
・溶接機の先端をプラスチックの表面から少し離し、ロッドを溶融させます。
母材を過熱せずに、ロッドで表面に溶かすだけです。 繰り返しますが、ロッ
ドとバンパーを一緒に溶かそうとはしていません。 バンパーの素材は溶融で
きません！
・一度に5ｃｍ以下の溶接ロッドをV溝に置きます。 溶接機の先端からロッド
を溶かし込み、溶けたロッドが冷める前に、高温の溶接機の先端でその上に戻
り、滑らかにします。 溶接チップでバンパーに触れることができますが、母
材が過熱しないようにします。

9溝
溝と溶接の反対側
裏面の溶接部が冷えた後、表側でV溝と溶接プロセスを繰り返します。
裏面の溶接ロッドを貫通する様に十分な深さのV溝を作ります。

滑らかな輪郭に溶接する
粗いサンドペーパーを使用して、溶接部を滑らかな輪郭に研磨します。ウレタ
ン溶接ロッドのフェザリングは性能保持の為、良好では無い為、完全に仕上げ
る為には、2000 フレックスフィラー2 エポキシフィラーで形成が必要にな
ります。 フィラーが溶接領域を完全に覆うことができるように、溶接部をわ
ずかに低く形成させます。 フィラーアプリケーションの指示に従ってくださ
い。 （15ページ）

ウレタンの取付穴修理
ロロックディスクなどを使用して、穴の周りのプラスチックを両側のポ
イントまで先細にします。
・6481または6485アルミニウムボディーテープを使用して、破れた取
り付け穴にブリッジを作成します。 溶融した（R01シリーズ）ウレタン
溶接ロッドをその領域に入れます。 終了したら、穴を開けます。

修理方法N2-1：窒素溶接/概要
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基本的な窒素溶接プロセス
窒素による溶接では、片手でトーチを制御し、もう一方の手で、ロッドを送ります。 溶接するときは、ロッ
ドの底面とバンパーの上面を溶かすだけです。 このことにより、ロッドの基本構造が損なわれないため、よ
り強力な修理が可能になります。 溶接を行うときは、バンパーとロッドの両方を同時に溶かし、ロッドにか
かる下向きの圧力でそれらを融合させてください。
プラスチック溶接の5つの重要な要素温度、流量、圧力、角度、速度を忘れないでください。
・温度については、窒素溶接機のダイヤルの温度を適切な数値
に設定します。
例えば、PP / TPO設定では、発熱体温度を約370-530℃に設
定致します。
・フローは、プラスチックの厚さに応じて毎分10〜15リット
ルに設定する必要があります。より薄いプラスチックではよ
り少なく、より厚いプラスチックではより多くなります。

温度
℃
エアーフロー(流量）
-NJO

・トーチと母材の間の角度は45°が最適です。熱気の流れを
ロッドの少し前に向けます。ロッド形状06のような太いロッ
ドの場合、ロッドにもう少し熱を集中させます
・ロッドをバンパーと融合させるために、可能な限りロッドに
下向きの圧力をかけます。ロッドを安定した下向きの圧力に
保ち、ロッドをゆっくり動かし続けます。ロッドを過熱させ
ないでください。

圧力
= LHDN

角度= 45°

・溶接速度は、約10-15ｃｍ/minである必要があります。ロッ
ド形状03のような細いロッドでは、これを遅くすることは
困難です。ロッド形状06のような太いロッドでは、さらに
遅くなる場合があります。
重要なことは、ロッドに適切な下向きの圧力を保ちながら着
実に移動し、バンパーとロッドの底面の両方がかさなる前に
しっかり溶融しているを確認することです。

速度= cm/min

⁐᥋ࣟࢵࢻࣃ࣮ࢶࢼࣥࣂ࣮ࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒

R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R08
R09
5
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
5
5
5

5





%.

⣲ᮦ

ࣟࢵࢻᙧ≧i

ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠉࢧࢬ
ᩘ㔞

Ⰽ

ウレタンPUR
ポリプロピレンPP
ABS
ポリエチレンLDPE
TPO
ナイロン
ポリカーボネート
PPE+PS
PVC
ファイバーフレックス
PBT
HDPE
PET
ASA
PA+PPE (GTX)
POM
アクリル/PVC
33*)
+'3(*)
3&$%6



PP



PP

01

本

03

本



PP[PP

04

.J



PP[PP

05

ࢫࣉ࣮ࣝ㸦ᑠᕳ㸧



PP[PP

08

ࣂࣝࢡ



PP[PP



PP[PP



PP[PP

BK ࣈࣛࢵࢡ
BL ࣈ࣮ࣝ
GN ࢢ࣮ࣜࣥ
GY ࢢ࣮ࣞ
NT ࢼࢳࣗࣛࣝ
OR ࢜ࣞࣥࢪ
RD ࣞࢵࢻ
71ࠉࠉ
࣮࣋ࢪࣗ
:+ ࣍࣡ࢺ
</ ࢚࣮ࣟ

i ࡍ࡚ࡢࣟࢵࢻᙧ≧ࡀࡍ
࡚ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡ࡛⏝ฟ᮶
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ

㻖

㻠㻚㻡㻷㼓༢

㢦ᩱࡣῧຍࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇ

ಟ⌮᪉ἲ1㸸❅⣲⁐᥋டಟ⌮
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ࡦࡧࡢධࡗࡓࣂࣥࣃ࣮ࡢಟ⌮
33732ࣂࣥࣃ࣮ࡀ➃ᘬࡁࢀ࡚࠸ࡿࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࠊ‽ഛࠊ⁐᥋ࡢᕤ
⛬ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡣࢱࣈྲྀࡾࡅ✰ࡢࡢ≉Ṧ࡞ಟ⌮㐺ᛂ࡛ࡁࡿᇶᮏⓗ࡞ಟ⌮ᢏ⾡ࢆㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ
◊ࡄ๓ࣂࣥࣃ࣮ࢆᤲ㝖ࠊ⬺⬡ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࢧࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ࡸࢲࢢࣛࣥࢲ࣮࡛ࣂࣥࣃ࣮ゐࢀࡿ๓ࠊ
ࡲࡎࡑࡢ㒊ศࡀࡁࢀ࠸࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡎࠊ㉥࠸ࢫ࢝ࢵࣇࣃࢵࢻࢆ⏝ࡋࠊࢫ࢝ࢵࣇ࣐ࢪࢵࢡ
ࢯࣉỈ࡛ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ᧿ࡾࠊὙ࠸ὶࡋࡓᚋࠊࣂࣥࣃ࣮యࢆᣔࡁ⇱ࡉࡏࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾࠊࣂࣥࣃ࣮ᑠࡉ࡞
◊☻യࡀධࡾࠊ᥋╔ຊࡀࡉࡽྥୖࡋࡲࡍࠋ⇱ᚋࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣉࣞࢵࣉࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢡ࣮ࣜࢼ࣮ࡲࡓࡣࠊ࢚ࢥ
ࣉࣞࢵࣉࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢡ࣮ࣜࢼ࣮ࢆࣂࣥࣃ࣮྿ࡁࡅᩘ⛊㛫ᚋࠊࡁࢀ࠸࡞࣮࣌ࣃ࣮ࢱ࡛࢜ࣝ᪉ྥᣔࡁྲྀࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊࢩࣜࢥ࣮ࣥࠊ࣡ࢵࢡࢫࠊ㞳ᆺ࡞ࡢࡼ࠺࡞⁐ྍ⁐࡞ࡍ࡚ࡢởᰁ≀㉁ࡀ㝖ཤࡉࢀࡲࡍࠋ㞧ᕵࢆࡽ
ࡋ࡚ᣔࡃࡔࡅ࡛ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ⾲㠃ࡢởࢀࢆⴠࡍࡔࡅ࡛ࠊởࢀࡣྲྀࡾ㝖ࢀࡲࡏࢇࠋ

⾲㠃㸦⢝㠃㸧ࢆྜࢃࡏࡲࡍࠋከࡃࡢሙྜࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣᦆയ
ࡋࡓ㡿ᇦ࡛ᘬࡁఙࡤࡉࢀࡓࡾṍࢇࡔࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⁐᥋ࡍࡿ๓
ࠊடࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᥞ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡀ
ࡇࢇࡔࡾఙࡧࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࣄ࣮ࢺ࢞ࣥ➼࡛ຍ⇕ࡋࠊࣉ
ࣛࢫࢳࢵࢡࢆඖࡢ⨨ᢲࡋᡠࡋࠊட㒊ࡢ㠃ࢆᥞ࠺ࡼ࠺ಟṇ
ࡋࡲࡍࠋ⾲面ࡲࡓࡣ࣑ࣝࢽ࣒࢘ࢸ࣮ࣉ࡛ᅛᐃࡋ㠃
ࢆ整わせ裏面を溶接後、表面を揃えて溶接出来ることは、パテ
ሸࡢᚲせᛶࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ᭱ၿࡢ᪉ἲ࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
表面

ட㒊ࡢഃࢆ‽ഛࡋࡲࡍࠋ㠃ࢆ⢒ࡃࡍࡿࡓࡵ
ࡽࢢࣜࢵࢺࡢࢧࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮࡛ഃࢆ◊๐ࡋࠊሬ࣑
ࢫࢺࢆྲྀࡾ㝖ࡁࡲࡍࠋ㠃ࢆࡽࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
⾲㠃ࢆᖹࡽࡋࡲࡍࠋୖࡆ⾲㠃ࢆᖹᆠࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿሙྜࡣࠊ9⁁ࢆ◊๐ࡋࡲࡍࠋ
ప㏿࡛◊☻ࡋࡲࡍࠋ࠶ࡲࡾ㧗㏿࡛◊☻ࢆ⾜࠺ᦶ᧿⇕࡛ࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡀ⁐ࡅ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡởᰁࡢཎᅉ࡞
ࡾࡲࡍࠋ⁐ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⢒࠸࣮࣌ࣃ࣮യࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡ
ධࢀ࡚ษ๐ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

裏面

裏面

டࡢഃࢆ⁐᥋ࡋࡲࡍࠋ᭱ࡢᙉᗘࢆᚓࡿࡣࠊ㠃
5࣡ࢻࣜ࣎ࣥࢆ⏝ࡍࡿ᪉ἲࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᖜ
ࡢᗈ࠸ࣜ࣎ࣥࡣࠊ᭱ࡢᙉᗘࢆᚓࡿࡓࡵᗈ࠸⠊ᅖⲴ㔜
ࢆศᩓࡉࡏࡲࡍࠋ⁐᥋ࢆ⾜࠺ࡣࠊ⁐᥋ࣟࢵࢻࡢ➃㒊ࣂࣥ
ࣃ࣮ࢆடࡢ➃㒊࡛ண⇕ࡍࡿࡇࡽጞࡵࡲࡍࠋࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡀගἑࢆᖏࡧጞࡵࡲࡍࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊࣜ࣎ࣥࣟࢵࢻ
ࡢ➃ࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡᢲࡋୗࡆ࡚ࠊ⁐᥋ᶵࡢ᪉᭤ࡆࡲ
ࡍࠋࣟࢵࢻࡢᗏ㠃ࣂࣥࣃ࣮ࡢୖ㠃ࢆྠ⁐ࡋ࡚ࠊ⁐
ࡅࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ⁐᥋ࣟࢵࢻ୍ᐃࡢୗྥࡁࡢᅽຊ࡛ᢲࡋ
ࡅࡿ࡞ࡀࡽసᴗࢆ㐍࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
㐺ษ࡞⁐᥋㏿ᗘࡣࠊẖศ㹡㹫㹼㹡㹫࡛ࡍࠋࣟࢵࢻࣂࣥ
ࣃ࣮ࡢ୧᪉ࢆྠ⁐⼥ࡉࡏࡿࡇࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ಟ⌮᪉ἲ1㸸❅⣲⁐᥋டಟ⌮
Page 11

ࠕࢸ࣮ࠖࢆ⁐᥋ࡋࡲࡍࠋடࡢ⁐᥋ࡀࡋࡓࡽࠊ⿵
ಟࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊ⦕ἢࡗ࡚டࡢ⤊ࢃࡾูࡢࢡ
ࣟࢫ⁐᥋ࢆࡍࡿࡇࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ 7ᕤἲ㸧
࢚ࢵࢪ⿵ᙉࡣ5ࣜ࣎ࣥࢆ⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࣜ࣎
ࣥࡢඖࡢᢲࡋฟࡉࢀࡓᵓ㐀ࡣ⁐᥋ࣉࣟࢭࢫ࡛◚ቯࡉࢀ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊࣂࣥࣃ࣮ࢆᘬࡁࡃࡇࢆヨࡳࡿࡇࡣ࡛ࣟ
ࢵࢻࢆᘬࡁࡃࡇࢆヨࡳࡿࡇఝ࡚࠸ࡲࡍࠋࣟࢵࢻ
ࡀࣂࣥࣃ࣮ࡋࡗࡾ⁐᥋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡇࢀࡣࡉ
ࡽ࡞ࡿᙉᗘࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ

表

面

表

面

⁐᥋ࡢࡓࡵ⾲㠃ࢆ‽ഛࡋࡲࡍࠋ㠃ࡢ⁐᥋㒊ࡀ෭ࡵࡓ
ᚋࠊ⾲㠃࣑ࣝࢽ࣒࢘ࢸ࣮ࣉࢆࡀࡋࡲࡍࠋ
࣮ࣜࣗࢱ࣮ࡢ7ࡲࡓࡣ࢝ࢵࢱ࣮ࣅࢵࢺࢆ⏝ࡋ
࡚ࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢடࢆ῝ࡉ㹫㹫ࡽ㹫㹫ࡢ῝ࡉ
ࡲ࡛9⁁ࢆ๐ࡾࡲࡍࠋ9⁁ࡢᖜࠊࡣ⾲㠃࡛ࡢ⁐᥋࡛⏝
ࡋࡓ࠸ࣟࢵࢻࡢ✀㢮୍⮴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࢇ
ࡢሙྜࠊ5ࡢ┤ᚄ㹫㹫ࡢࣟࢵࢻࡀ᭱ࡶ㐺ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ⣽࠸ࣟࢵࢻࢆୖࡆࡿࡢࡀ⡆༢ࡔࡽ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢሙྜࡣࠊ9⁁ࡢᖜࢆ⣙㹫㹫ࡋࡲࡍࠋᛂຊࡀࡃ
ࡿሙᡤࡲࡓࡣࠊ࠸ࡃࡽࡢ≉ู࡞ᙉࡉࡀḧࡋ࠸⟠
ᡤࡢሙྜࡣࠊ⾲㠃࡛ࠊࣜ࣎ࣥࡢ⏝ࡶ㑅ᢥ⫥࡞ࡾࡲࡍ
ࠋࡑࡢሙྜࡣࠊࣜ࣎ࣥࡢᖜࡼࡾᑡࡋᗈ࠸9⁁ࢆసࡾࢠ
ࢧࣥࢲ࣮ࡶࡋࡃࡣࠊࢲࣈࣝࢡࢩࣙࣥࢧࣥࢲ࣮
ࢢࣜࢵࢺ࡛9⁁ࡢࡍࡄ㞄ࡢሬᩱࢆࡣࡀࡋࡲࡍࠋ

டࡢ⾲㠃ࢆ⁐᥋ࡋࡲࡍࠋ㑅ᢥࡋࡓ⁐᥋ࣟࢵࢻࡲࡓࡣ
ࣜ࣎ࣥࢆ⏝ࡋ࡚ࠊഃ࡛⾜ࡗࡓࡢྠࡌ᪉ἲ࡛ࠊ‽ഛࡋ
ࡓ9⁁⁐᥋ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࣭⁐᥋ࢆ⤊ࡍࡿࠋ⁐᥋㒊ࡀ෭ࡲࡋࡓᚋࠊࢢࣛࣥ
ࢲ࣮ࡲࡓࡣࢠࣖࢧࣥࢲ࣮ࠊࢲࣈࣝࢡࢩࣙࣥࢧࣥࢲ࣮
ࢢࣜࢵࢺࡢ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࢧࣥࢹࣥࢢࡋࡲࡍࠋ㧗㏿ᅇ㌿
ࡼࡿ⁐⼥ὀពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࢀࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡởᰁࡢཎᅉ࡞ࡾࡲࡍࠋࣉࣛࢫࢳࢵࢡ
ࡀ⁐ࡅࡿࡢࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸࣮࣌ࣃ࣮ࢆ⏝ࡋࠊ
ࢧࣥࢲ࣮ࡢᅇ㌿ࢆᑡࡋ㐜ࡃࡍࡿࡇࡀ᭱ၿ࡞ࡾࡲࡍࠋ
⁐᥋㒊ศࡢ㠃ᙧᡂᚋࠊୗᆅฎ⌮ࢆ⤖ࡋ㸡␒࡛
ୖࡆࣇ࢙ࢨ࣮࢚ࢵࢪࢆࡅḟᕤ⛬㸦ࣇ࣮ࣛᕤ⛬㸧
⛣⾜ࡋࡲࡍࠋ

ಟ⌮᪉ἲ1㸸❅⣲⁐᥋ࣂࣥࣃ࣮ࢱࣈࠊࢫࣟࢵࢺಟ⌮
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破損したバンパースロットタブを窒素プラスチック溶接機で溶接する
窒素シールドプラスチック溶接システムによる強度により、溶接する表面積が多くない場合でも強力な修理を行うことができま
す。「スロットタブ」は、2液型接着剤またはFiberFlex®では、修復が非常に困難です。 この修復方法は、窒素プラスチック溶
接機とポリバンスの6146バンパープライヤーキットを使用して、破損したスロットタブを修復する方法です。

説明
マッチングするダイスを選択
壊れた長方形のスロットタブの幅に最も近いダイスを見つけてください。
一致する番号付き金型を選択し、ダイスに一致するプライヤーを選びま
す。シリコンオフなどで清掃し、グラインダーまたはサンダーで両側を先
細りにして、プラスチックを溶接する準備します。

ダイスをアルミテープで固定
選択したダイスを修復するタブに挿入し、タブとスロットの外側の端を揃
えます。ポリバンス6485アルミテープで所定の位置に固定します。

 窒素プラスチック溶接
選択した溶接ロッドを、途中で継ぎ足すことなく端から端までを1つのロッ
ドで溶接して溶接ロッドを両側でバンパーに固定してください。欠けている
タブを形成させる目的で、回、さらに回と積層させます。場合により、
それ以上の溶接ロッドを積層し、形成させます。

 再加熱
溶接直後に、それが半透明になるまで熱い窒素ガスを使用して溶接ロッドを
再加熱してください。

 プライヤーで圧着し平らにさせます。
対応するフォーミングペンチで、すぐに溶融プラスチックを絞ります。軽く
圧力をかけて約秒間保持してプラスチックを冷却します。

 必要に応じて形状を修正
完全に冷ましてからアルミテープをはがし、ダイスを外します。目的の寸法
になるまで、エアレスプラスチック溶接機、万能ナイフ、グラインダー、サ
ンダーなどを使用し、修理箇所を修正し成形させていきます。

溶接方法Ｎ2-1

：窒素溶接/破れたバンパーフランジ修理
3DJH3
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修理方法AD-1：接着剤修理
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2液型接着剤でプラスチックを修復する

面

裏

•損傷領域のプラスチックの両側を1000 スパークリーンま
たは1001-4 エコクリーンプラスチッククリーナーで清掃
します。背面の接着剤が硬化する間、前面をクランプま
たはアルミニウムテープで固定して部品を固定します。
•修理する領域の裏側を50番の粗いサンドペーパーで研磨
します。 外観上の理由で裏面を平らに研磨する必要がな
い限り、V溝は必要ありません。 ダブルアクションサン
ダー等で、80グリットの周囲のペイントを取り除きま
す。 接着剤の機械的強度を最大化するには、プラスチッ
クの深い溝入れが有効です。 エアーで埃を吹き飛ばしま
す。
•材料がTEO、TPO、またはPPの場合、1060FPフィラー
プレップまたは1050プラスチック接着促進剤を適用しま
す。 紙やすりで磨かれた領域にブラシまたはスプレーを
かけ、乾燥させます。
•下記表を参照し、素材の硬度に合わせて、2液式接着剤
を選択します。

面

裏

接着剤

接着剤を塗り広
げ、次に補強しま
す...

a)グラスファイバークロス

表面

Fr

b)バッキングプレート

基板

2000 フレックスフィラー2

フレキシブル基板、ポリウレタン、ソフトTPO

2020 SMCハードセットフィラー

リジッド基板、セミリジッドTPO、SMC、グラスファイバー

・部品の裏面の補強方法を選択します。
平らな領域では、多くの場合、スクラップ材からバッキ
ングプレートを切り取るのが最も簡単です。輪郭のある
領域には、グラスファイバークロスまたは自己粘着グラ
・スファイバーテープを使用します。
・1〜3枚のガラスクロスを切断して、約5-10cm幅の損
傷領域を覆う補強材を準備します。バッキングプレート
を使用する場合は、すべての方向で少なくとも5cm以上
覆うようにしてください。バッキングプレートの接合面
を粗研磨します。
・パッケージの指示に従って2液型接着剤を混ぜます。
ボディスプレッダーを使用して、裏側に接着剤をたっぷ
りと広げます。バッキングプレートを使用する場合は、
プレートを接着剤にしっかりと押し込み、少量の接着剤
が端からはみ出すようにします。グラスファイバークロ
スを使用する場合は、布を接着剤に入れ、2042-R飽和
ローラーを使用して繊維を濡らします。領域にさらに接
着剤を塗布し、必要に応じてグラスファイバー布の別の
層を埋め込みます。
・裏面の接着剤が硬化したら、アルミニウムテープを表
面からはがし、ダイグラインダーや粗いサンディング
ディスクでV溝を約2.5cm-5cmの幅で研磨します。 V溝
の内側を粗いサンドペーパーで足付けします。ダブルア
クションサンダー80グリットで塗膜にフェザーエッジ
をつけます。
・素材がTEO、TPO、またはPPの場合、裏面の作業同
様に接着促進剤を塗布します。
・二液型接着剤を混合し、ボディスプレッダーでV溝に
表面より少し高く塗布し、サンディングできるようにし
ます。
・表面の接着剤が完全に硬化した後、ダブルアクション
サンダー80グリットで研磨し、次工程へ移行します。

プラスチック修理補修
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プラスチック溶接を行った後にプラスチック修理を完了するには、部品を再仕上げする必要があります。 以下の手順で
は、PP / EPDMまたはTPOプラスチックバンパーを元の外観に戻すために必要な製品とプロセスの概要を説明します。

1. 溶接箇所の研磨

プラスチック溶接部を完全に冷却した後、80番のサンドペーパーで溶接箇所をわずかに
平らに研磨します。 180グリットでフェザーエッジを出します。クリーンエアーで埃を
吹き飛ばします。

2. 接着促進剤施工

フィラーを塗布する前
に、PP / TPO基材に接着
促進剤を塗布します。

プラスチックマジック

3. フィラー施工

低92&プラスチックマジック

修理エリアに柔軟または硬
質フィラーのスキムコート
を適用します。 完全に硬化
させてから、80番−180番
のペーパーでサンディング
します。

フレックスフィラー エポキシベース 
ハードセットフィラー エポキシベース

パテフレックス
ポリエステルベース

4. 接着促進剤を施工

サフェーサーをスプレーする前に、露出した未加工のプラスチック領域（手順2で使用し
たものと同じ製品）に接着促進剤を再度塗布します。

5. 水性プライマー

修理エリアに、高機能の水
性プライマーサフェーサー
を塗装します。完全に乾燥
させます。

サフェーサー施工

オールシーズンズ(=サンド
ライトグレー

オールシーズンズ
ブラックジャック

6. スポットパテ等、2回目 巣穴等にスポットパテを適用します。 乾燥させてから、2・320番のペーパーで修復領
のサフェーサー塗装
域を研磨します。 もう一度サフェーサーを塗装し、目的の外観が得られるまで作業工程
を繰り返します。

7塗装

ショップのカラーコートシステムを適用して、滑らかな塗装プラスチックの仕上げを
完了します

7b. テクスチャーを施工

バンパーにテクスチャーがある
場合は、フレックステックス
VTフレキシブルテクスチャ
コーティングを適用して、元の
テクスチャーに合うようにシボ
目を合わせます。

フレックステックス97,
低92&テクスチャーコーティング

素地プラスチックバンパーの仕上げ
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トヨタ、日産、スバル等のプライマーコートのない素地のPP / TPO新品交換用バンパーが、工場から出荷されています。ポリ
バンスのBumper&Cladding CoatTMアドヒージョンプライマーは、2003年以来、圧力洗浄機の力で剥離しない接着力を提供す
ることが証明されています。 完全なアプリケーション手順については、製品情報シートを参照してください。

1. プラスチックを清掃

1001-4 エコプレップまたは
1000 スーパープレップ
プラスチッククリーナーを吹
き付け数秒間放置後、 きれ
いな布で1方向で拭き取り、
離型剤を取り除きます。 ス
カッフィングやサンディング
は必要ありません。

2. Bumper &Cladding
Coat70 アドヒージョン
プライマーを塗装

スーパープレップ プラスチッククリーナー エコプレッププラスチッククリーナー

Bumper＆Cladding CoatTM
アドヒージョンプライマー
のミディアムコートを塗装
し隠蔽後、完全に乾燥させ
ます。 白、ライトグ
レー、ダークグレーで利用
可能。

TM

%XPSHU &ODGGLQJ&RDW
アドヒージョンプライマー

3. トップコート

TM

%XPSHU &ODGGLQJ&RDW
低92&アドヒージョンプライマー

承認されたベースクリアシステムでトップコート。 未加工のPP / TPO基材への接着
は、ポリバンスによって保証されています。

教育プログラムトレーニングコース
ポリバンスの教育プログラムトレーニングコースは、I-CAR®インダストリートレーニングアライアンスプログラムで認定されています。

35

窒素プラスチック溶接の概要 プラスチック修理トレーニング-窒素プラスチック溶接入門
このコースは、5時間の技術トレーニングコースになります。御社修理工場又は当社施設でトレーニングが
行われます。窒素プラスチック溶接の最新技術を適切に学習できます。証明書が提供されます。

35

日間のプラスチック修理及び補修
バンパーのへこみの除去から溶接などプラスチック製バンパー修理プロセスの完全な理解を提
供します。当社施設でトレーニングが行われます。証明書が提供されます。

35

ヘッドライトリペア
窒素溶接システムを使用し、破損したヘッドライトタブを修復する方法を学びます。実技セクション有り。プ
ラスチック部品を修理することによってどのように利益を上げれるかを説明致します。御社修理工場又は当社
施設でトレーニングが行われます。証明書が提供されます。

35

日間のプラスチック修理及び補修
バンパーのへこみの除去から溶接まで、プラスチック製バンパーの修理プロセスについての完全な理解を提供
致します。御社修理工場又は当社施設でトレーニングが行われます。このコースは、PR-02 2日間のコースの
要約版になります。証明書が提供されます。
テクニカルサポートプラスチックの種類、最適な修理手順の特定、またはプラスチック修理で発生する可能性のある
問題の解決をお手伝いさせていただきます。お電話ください お手伝いします！

テクニカルサポート オーダー
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