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LINEA CON 1 RECIPROCATORE  /  1 ROBOT LINE

LINEA COMBINATA CON 2 RECIPROCATORI  /  COMBINED 2 ROBOTS LINE

MODELLI / MODELS
PFL - 5 per 2 PISTOLE MANUALI for 2 MANUAL GUNS
PFL - 30 DA 2 A 6 PISTOLE 2 to 6 GUNS
PFL - 50 DA 4 A 8 PISTOLE 4 to 8 GUNS
PFL - 70 DA 8 A 12 PISTOLE 8 to 12 GUNS
PFL - 100 DA 10 A 15 PISTOLE 10 to 15 GUNS
PFL - 200 DA 12 A 20 PISTOLE 12 to 20 GUNS



POLIFLUID®, a patented system for powder coating: visibly

and savings of coating materials are only some of the many advantages

which allow end users to apply powder coatings with excellent results,

replacement of existing coating equipment.

When installed on powder coating lines with cyclone system,

even with 99% of powder recovery,  POLIFLUID® guarantees a

performance, expressed in m²/kg of powder used. The Return

on Investment (ROI) is calculated to be from 6 to 8 months

averagely.    

POLIFLUID® concentrates the nitrogen contained in compressed air

through the principle of selective permeation and uses it a

application. 

the inherent performance advantages of the system. POLIFLUID® produces inert, anhydrous and

uncontrolled variables. The application conditions can therefore be controlled and consistent all

day long and through all seasons.

POLIFLUID® is installed between the air compressor and the

powder coating application point. It doesn’t replace users’

existing equipment but operates with it for the application

cycles, feeding:

• electro-static application (so called “Corona”);

• tribo static application;

Various kinds of powder coatings can be used with

POLIFLUID®:

• metallic powders;

• pearled powders.

BUDGET

BUDGET（コスト改善）

PRODUCTIVITY

• Excellent coverage and powder performance with less
micron even on problematic areas as weld joints.
• Improved control of electro-static charge with reduction of
the Fa

• Increase of production line speed from 10 to 20%.
• Quicker colour switch.

PRODUCTIVITY（塗装性能の向上）

QUALITY

appearance.

QUALITY（塗装と塗膜の品質）

ENVIRONMENT AND SAFETY

with cleaner booths.
rs due to constant and

repeatable conditions of application.

ENVIRONMENT AND SAFETY（環境と安全）
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ELECTROSTATIC POWDER 
COATING SYSTEM

®

ユーロサイダー社（Eurosider）が提供する「POLIFLUID」は、粉体塗装用に開
発された特許取得製品です。特徴として、塗膜性能の向上、つきまわりの向上・
改善、色替えの容易さ、使用塗料の削減等があげられます。また、お客様に、優
れた塗装性能を提供するとともに、既存の塗装ラインを大幅に変更することな
く、投資コストも最小限に抑えることができます。投資回収期間（ROI:Return 
Of Invenstment）は、概ね、6~8か月を想定しております。仮に、99%程度の回
収率を達成するリサイクルシステムをご使用の場合でも、「POLIFLUID」をお使
いいただくことで、さらに塗着率（使用塗料のキロ当たりに塗布できる面積）を
向上させることができます。

　「POLIFLUID」は、コンプレッサーエアーより、高濃度の窒素を生成したのち、
それを粉体塗装ラインのすみずみまで供給することができます。また、その窒素
ガスの温度をコントロールすることにより、「POLIFLUID」の持っている機能を
強化しています。窒素ガスの固有物性（不活性で無水であること）を利用するこ
とで、粉体に影響を及ぼすエアーの「湿度」と「温度」を管理でき、さらに、作業工
程時間内のみならず年間を通じて一定の条件を維持することができます。

「POLIFLUID」は、お客様の既存のコンプレッサー源と塗装場所（ブース）との
間に設置します。従いまして、静電コロナ放電方式、トリボ方式、流動浸漬方式
等の現状方式を維持しながら、塗装効率を向上させることができます。さらに、
使用する塗料も問わず、一般塗料、メタリック、パールのような特殊塗料まで使
用できます。

・ 使用塗料を概ね20-30%削減
・ 塗着効率の向上
・ 歩留まり改善
・ 塗装条件の最適化

・ 均一な膜厚を維持し、塗膜の光沢・外観を向上させる
・ 塗料の付着性を良くし、塗膜の仕上がりを向上させる
・ ゆづ肌、ふくれ、白化等の外観不良の要因を軽減させる
・ 塗装ガンからの吐出圧（スピード）と量を削減する

・ 塗装現場や塗装ブース内をクリーンにし、作業環
　境を改善する
・ ノズル・色変え等のメンテナンス工程の頻度を減
　らし、工程時間を短縮することで、現場の作業負
　荷を軽減する
・ 窒素ガスを使用することにより、火災発生のリス
　クを大幅に軽減する

・ 塗料の流動性を向上させることにより、つきまわり性を高め、塗布の困難な   
　部位（コーナーやエッジ等）を良質に仕上げることができる
・ 溶接部のような塗装の難しい箇所をより少ない膜厚でしっかりと保護する
　ことができる
・ 静電塗装由来の「ファラデーケージ効果」により、凹部のつきまわりが悪く
　なりますが、帯電量を抑えることで改善できます
・ ラインスピードを概ね10-20%早めることができる
・ 色替えをすばやくできるようなる


