
フローキャストは、テーブル天板をレジンで埋めて製作するなど
大きなサイズのものを仕上げる際に使用します。
厚みのあるものを仕上げる時は、2回に分けてを流し込みます。

※1回の流し込みで注ぐ目安は、
　約 6mm~38mmが目安。

UVポキシは、厚さ 6mmまでのものに使用することを勧めます。
テーブルトップのコーティング材としての使用やカラー塗料を
混ぜて表面にデコレーションをすることが可能です。

※乾燥時間がリキッドプラスチック 2：1よりも短いので厚みを持たない
　薄い作品やアクセサリー類の製作に適しています。

2021.11月現在

気泡が入りにくく
クリアに仕上る！

※テーブル天板の製作に最適！

ecopoxy（エコポキシー）はカナダのエコポキシー社により製造されている自然由来のエポキシ樹脂です。
自然由来の樹脂なので環境にやさしく木材との相性も良く、匂いや毒性が無い自然にやさしいエコな製品として
注目されています。メイン製品のフローキャストは、液状で流し込みやすく面が自然に平行になっていくセルフ
レベリング材なのでとても扱いやすい商品です。型に流しこんだ後も 8時間程度の作業猶予があり、ゆっくり

と併せて使用することにより作品の幅が広がります。

“エコポキシー”製品紹介

商品ラインアップ：レジン

カナダ発の自然由来エポキシ樹脂

※エコポキシー製品購入のご希望やお問い合わせなどは、下記の弊社宛にメール又は FAXでお気軽にご連絡ください。

フローキャスト
レジンと硬化剤がセットになった液状の樹脂商品。
パートA（レジン）２：パートB（硬化剤）１の割合で混ぜて使用します。
カラーピグメント、メタリックカラーピグメントと併用すると効果的です。
作業可能時間：8時間・硬化時間：72時間・指触乾燥 48時間

UVポキシ
レジンと硬化剤がセットのクリアコーティングに用いる商品。
パートA（レジン）１：パートB（硬化剤）１の割合で混ぜて使用します。
ジェル状なので専用スプレッダーで伸ばしながら塗るのが効果的です。
作業可能時間：20分間・硬化時間：48時間・指触乾燥 4~8時間
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専用スプレッダー（塗布用）

※UVポキシは、レジンと硬化剤を混ぜて化学反応で固める樹脂です。
　紫外線(UVライト)を照射して固めるものではありません。



商品ラインアップ：カラーピグメント・グリッター・発光塗料（レジン）
株式会社米澤製材所

Americana Avocado Carribean Caviar Coral

Dolphin Fire Truck Margarita Maui Ocean

Pearl Reef Sandbar Sangria Whale

アメリカーナ アボカド カリビアン キャビア コーラル

ドルフィン ファイヤートラック マルガリータ マウイ オーシャン

パール リーフ サンドバー サングリア ホエール

メタリックカラーピグメント
15 色セット

ポリエステルカラーグリッター
12 色セット

カラーピグメント
8色セット

red- レッド

Yellow- イエロー

Blue- ブルー

Green- グリーン

red- レッド

Yellow- イエロー

Blue- ブルー

Green- グリーン

Fuchsia- フューシア

Brown- ブラウン

Gold- ゴールド

Bronze- ブロンズ

Copper- コッパー

Silver- シルバー

Gun Metal- ガンメタル

Black- ブラック

Orange- オレンジ

Brown- ブラウン

White- ホワイト

Black- ブラック

カラーピグメントピ

※各商品の色種は予期せず変更になる場合があります。

メタリック調の仕上りが欲しい時に
使用する粉末の塗料。

少量加えると透明度のある仕上り。多めに加えると
マットな仕上がりになる液状の塗料。

光るラメ加工が欲しい時に
使用する粉末の塗料。

カラーバリエーション

カラーバリエーション

カラーバリエーション

グロポキシ

レジンと硬化剤がセットになった発光塗料。
4：１の割合いで混ぜて使用します。
グリーンとブルーの 2色のみ。

レジン：発光塗料

※エコポキシー製品購入のご希望やお問い合わせなどは、下記の弊社宛にメール又は FAX でお気軽にご連絡ください。
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株式会社米澤製材所

商品名 価格（税抜） 数量 備考欄

エコポキシー注文書No.1

※消費税は別途となります

2021.11月現在

UVPoxy

Color Pigments

500ml

1L

8L

20L

60ml

120ml

￥13,500

￥22,000

3L

6L

12L

30L

60L

600L

￥5,500

￥8,000

￥33,100

￥78,100

40L ￥150,000

￥19,800

￥31,500

￥45,000

￥106,600

￥209,000

￥1,900,000

UVポキシ

8PCカラーピグメントセット

FlowCast® フローキャスト

EcoPoxy Pour Pail レジン専用ペール缶

※レジンを攪拌・注ぐ時に便利なペール缶。最大容量 19L

※600L ドラム缶

レジン 200L：2缶 /硬化剤 200L：1缶

※600Lは、受注発注商品になります。
購入ご希望の際は、問い合わせ下さい。

Color Pigment

白　60ml

青　60ml

赤　60ml

黄　60ml

黒　60ml

￥2,200

￥2,200

￥2,200

￥2,200

￥2,200

カラーピグメント

※60m l単色販売 ( 色数限定）

※箱入り 8色セット 販売

※底にハンドルが付いて
いるので注ぎやすい！

※計量用の目盛付き

￥2,250ナチュラル
（半透明）

￥2,250白

ナチュラル 白



株式会社米澤製材所

商品名 価格（税抜） 数量 備考欄

エコポキシー注文書No.2

※消費税は別途となります

2021.11月現在

GloPoxy

Metallic Color Pigments

Polyester Color Glitters

Ecopoxy Spreader

￥6,600

￥6,600

￥27,000

￥17,300

￥300

グリーン 200g

ブルー　 200g

15g x 15 色

15g x 12 色

1枚

グロポキシ

メタリックカラーピグメントセット

ポリエステルカラーグリッターセット

スプレッダー

※15g x 15色セット

Metallic Color Pigments
※15g単色販売（色数限定）

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

￥2,000

1.Ocean

2.Sandbar

3.Caviar

4.Reef

5.FireTruck

6.Coral

7.Avocado

8.Maui

9.Dolphin

1. Ocean
オーシャン

2. Sandbar
サンドバー

3. Caviar
キャビア

5. FireTruck
ファイヤートラック

6. Coral
コーラル

7. Avocado
アボカド

8. Maui
マウイ

9. Dolphin
ドルフィン

4. Reef
リーフ

15g

15g

15g

15g

15g

15g

15g

15g

15g

メタリックカラーピグメント

※在庫切れ・来春頃入荷予定



▪ご注文者様情報

▪配送先情報

法人名　：

ご担当者：

住所　　：〒

電話番号：

メールアドレス：

法人名　：

ご担当者：

住所　　：〒

電話番号：

メールアドレス：

※ご注文者様情報と同じ場合は空欄で結構です。

▪備考欄

▪ご記入完了後、この用紙と別紙（ご注文書）を下記連絡先まで送付お願いいたします。

- 注文書を元に弊社から御見積書をメール又は、FAXで送付させていただきます。

-御見積書内に必要事項をご記入・捺印の上、弊社宛に送付いただきご注文完了となります。

-弊社でご注文書を受け取りましたら請求書を発行させていただきますので指定口座にお振込みをお願いいたします。

-ご入金を確認後、配送先ご住所に発送させていただきます。

メールアドレス：ecopoxy @yonezawasawmill.com
FAX ：0765 -74-1717

▪注意事項

▪ご注文の流れ

-国内在庫が無い場合はメーカーからお取寄せになりますので数ヶ月お時間をいただきます。

-土・日曜日を除き 2～３営業日以内に折り返し連絡がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。

-製品に関してのお問い合わせやご相談等ございましたらメール又は FAXでご連絡ください。

富山県下新川郡入善町入膳455-1

0120 -144730 0765-72-1011 0765-74 -1717

株式会社米澤製材所

エコポキシー注文書：お客様情報

https://www.yonezawasawmill.com


