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全球旭能 は、台湾・台中市に位置する卓越したメーカーです。

建築内装材の領域で、当社は一貫して最も厳格な姿勢で製品一つ

一つを生産しています。

当社は高品質のために、精緻な製造プロセス・設備に力を入れ、

製品の質と量を強化し続けています。

当社はイノベーションのために、常に研究開発し、思考し、パー

フェクトな新時代の建材を創造しています。

当社はデザイナーの観点で、建築・家具産業に向け最高品質の製品

を創造しています。

当社は優れた製品を提供するだけでなく、使用上のモデルを提供し

、材料の質感・デザインから製品の機能性、加工の利便性、メンテ

ナンス・ケアの簡素化まで、各ステップを重要視しています。

当社は、完璧な材料を製造するだけでなく、ユーザーが明確に製品

の性能と仕様を理解できるよう、各製品の性能マークにおいて国際

標準を設計しています。

POWER IN GLOBAL CO.,LTD

傑出したモード性
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High Performance Building Materials
全方位機能性のモードな建材パネル
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07-OTHER Safety

全方位機能性のモードな建材パネル

Pencil Hardness

Flame Resistant

Anti-Stain Antibacterial

Anti-SolventWaterproof

High Performance Building Materials
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Style ZENシリーズは、最先端のアクリル複合板です。

ミラー高光沢のアクリル透明層とアクリル着色層により、多層共押出法を採用し、

色底層の多様な色合いと金属パウダーの質感により、完全にコーティングガラスの

外観と質感を表現しています。

Style ZENの最先端表面処理技術により、ミラー反射光沢処理面またはダウンマッ

トの表面硬化保護層を選択することができます。

Style ZENの卓越した表面硬化コーティング層は同時に、：>6H引っかき摩耗耐性

、撥水性、防汚性、耐紫外線、耐黄変性、抗菌抗黴などの表面機能を含む最先端

の機能を具備しています。製品は、室内壁材、天井屋根表面材、システム壁パネ

ル、家具ドア表明材、照明マスク表面材などに幅広く応用することができます。
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Anti-Stain

Anti-Stain

汚れにくくクリーニングしやすい

Style ZEN化粧板の表面コーティング層の機能性には、撥水、防汚

、耐スクラッチ性が含まれています。特に耐紫外線・耐化学薬品、

抗菌抗黴といった効果により、簡単に水垢、油などの汚れを取り除

くことができます。バスルーム、商業スペース、レストラン、住宅

、システム家具など、デザイナーは機能性パネルの最良の装飾材料

として選択することができます。

指定の簡単クリーニングステップにより、最良の効果を維持するこ

とができます。大部分の汚れは温水または中性洗剤ときめの細かい

繊維布で拭き取ることができます。

汚れがひどい場合、ナフサで迅速かつ効率的に

除去することができます。
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Antibacterial

抗菌抗黴

 Style ZENの全天候抗菌抗黴効果は、広く医療、美容、

バイオテクノロジー、食品製造や教育機関、そして健康

や衛生への要求が高い産業、環境で運用されています。

Style ZEN全天候抗菌抗黴効果は、キャビネットドア表面

、美容室壁閉塞板、通用口ドアパネル、その他装飾表面

素材への応用に適しています。

抗菌抗黴コーディング処理されたパネルは、効果的に

多数の真菌や細菌（例、黄色ブドウ球菌、.黒カビなど）

の繁殖を抑えます。指定のクリーニング対策と合わせる

ことで、最良の抗菌効果を維持することができます。

Antibacterial
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Anti-Scratch

スクラッチ/耐磨耗

Style ZENは、非常に堅牢で耐用性の高い化粧板であり、

多様な鮮やか且つ華やかな外観を有しています。

先進表面処理技術により、非波形ミラー光沢の外観による

空間反射の深遠な視覚や、ダウンのようなマットな質感に

よる落ち着いた静かな静かな視覚を楽しむことができます。

特にStyle ZEN化粧板は、日常生活で不注意による瑕や磨耗

を保護する効果が強化されており、Style ZEN化粧板の外観

は新しさを保つことができます。
Pencil Hardness
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Flame Resistant

Flame-Resistant

難燃性

Style ZEN-FRは安全性能要求により合致した難燃性化粧板です。

ペイントガラスの外観と質感を同様に有しながらも、全面的に

多種機能（耐摩耗性、抗油、撥水性、水垢防止、抗菌抗黴、抗

衝撃性など）を備えています。

商業空間、医療施設、学校、レストラン、ハイテク工場、集合

住宅など、その難燃性と包括的な多機能で、絶対的に建築家、

インテリアデザイナー、家具デザイナーを満足させます。建材

の外観の選択においては、スタイリッシュな美観は当然のこと

、より厳しい材料要件が求められています。

UL-94V0



09

Waterproof

Waterproof

拨水、水垢防止性

Style ZEN 化粧板は、表面の頑強な耐スクラッチ・耐磨耗性

に加え、さらに撥水・水垢防止性能を強化しています。

これらの行き届いた撥水・水赤防止性能は、キャビネットの

表面であれ、バスルームの壁面であれ、蓮の花のような撥水

効果で表面に最高のセルフクリーニング性と最小の水滴・

汚れ残留率をもたらす完璧な性能を提供します。

Style ZENの優れた表面撥水・水垢防止性能により、非常に

容易にクリーニングを行うことができるため、メンテナンス

の時間と負担を軽減することができます。



10

Anti-Solvent

耐化学物質性

Style ZEN 化粧板の頑丈な耐スクラッチ、耐摩耗性、

そして驚くべき撥水・水垢防止性能により、大多数の

洗剤、ソース、汚れ、汎用溶剤の侵食を受けません。

これらの傑出した性能により、ZEN化粧板は長時間、

最も完璧な外観と機能を維持することができます。

実際、Style ZEN化粧板は、傑出したコーティング表

面保護を有するため、強いクレンジング・メンテナン

ス用品で保護する必要はありません。ぬるま湯は中性

洗剤だけで、手軽にStyle ZENの表面をメンテナンス

することができます。
Anti-Solvent
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07-OTHER

Eco-Friendly

環境に優しい

Style ZEN 化粧板は、クラス7リサイクル可能プラ

スチック材料に属します。

設計上、Style ZEN化粧板のマルチ先進機能を強化

する際、極力、Style ZENが地球環境に優しい化粧

板になるよう追求してます。また、ユーザーの現地

の環境保護・リサイクル規定に合致したフレンドリ

ー建材である必要がると考えています
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Safety

耐衝撃の安全性

Style ZEN化粧板は、耐衝撃性が強化されたアクリル系多層

ラミネート材で、コーティングガラス板と完全に類似した

外観を有しています。且つガラスの25倍の衝撃強度をもち

、重量はガラスの半分となっています。

Style ZENの優れた耐衝撃性と安定性により、厳しい冷熱

収縮により破裂することはなく、コーティングガラス板の

屑が破裂し人体に損傷を与えるような事態を回避すること

ができます。

特に、アクリルは容易に加工でき、ガラスの半分の重量と

いう軽量特性を有しているため、Style ZENは取り扱いが

容易で、特別な処理設備も不要であるため、施工・設置に

便利な化粧板となっています。
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ホワイト ターコイズ

ルージュ

クールグリーン

ダウンホワイト ココアサハラ

カーボンブラックモカ

ソリッドカラー

メタリックカラー (オーダーメイド品MOQ)

※本色見本は参考用です、実物の色見本をベースとしていください。

メタリックグレー アルミロースゴールド

コーラルブルー 3Dカラーパターン
(地域の販売画定し)
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テスト値

物性表(測定データは高光沢度)

ブランド

一般屬性 

机械性能

熱性能

防火性能 

仕様

材料类型

割合 ASTM D-792 1.19

<5%

ハイライ>6H，最高9H/
マット>5H

クリーニングしやすい

< 1.0% loss of gloss

変色、ひび割れ剥離現象なし

変色、割れ現象なし

表面変色、割れ現象なし

表面変色、割れ現象なし
変色、割れ現象なし

0クラス／繁殖なし

ASTM D2247-11

ASTM G21

ASTM D256-10

亀裂、剥離現象なし

変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし

灯油
テレビン油
酢
漂白剂
シャワージェル
シャンプー
マウスウォッシュ
歯磨粉
ホットコーヒー
イソプロパノール
アセトン
酱油
マスタードソース
ケチャップ
盐酸20% ASTM D-1308-02(2007)

ASTM D522-93a(2011)

557ASTM D-638-10

6.1ASTM D-638-10

112.2℃ASTM D1525-09
102℃ASTM D648

HB/VOUL 94(2013)

ASTM G154-12a
ASTM D2244-15a
ASTM D3359-09e2

ASTM B117-11
ASTM B368-09
ASTM D2244-15a
ASTM D3359-09e2
ASTM D3363-05
ASTM D-1003-11e1参照

#0000スチールウール 500cycles

油性マーカー20cycles

ASTM D3363-05(2011)e2

ASTM D523-14

ASTM D570吸水率

表面光沢60°

鉛筆硬度

耐污性

耐スクラッチ性

耐湿性

UVテスト

CASS酢酸塩水噴霧試験
(24hr*50℃)

耐冷熱衝撃性

防黴性

冲击强度

耐屈曲性

引張強度

伸长率

卫式软化温度
热变形温度

耐燃烧性

厚さmm

サイズmm

外観

光学グレード PMMA

POWER-IN GLOBAL

2.0/3.0/4.0/5.0/8.0/10

1220*2440

ハイライト & マット

化学性

1.92 kgf. cm/cm2

ハイライ>90GU、マット<20GU

-30℃を1時間継続と＋80℃で1時間
継続を250サイクル※5分で交換完成
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汎用クラスの供給サイズ

特別仕様オーダーメイド品/MOQ

耐燃焼クラスの供給サイズ

Supply
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屋外

エリア プロジェクト

その他

ダイニングルーム、
リビングルーム、
書斎

軒下の日が当たらない場所

システムドアパネル

階段の汚れにくい壁板

垂直壁

アクセスドア

大型スライドドア（軽量化によりコーテ
ィングガラスを代替）

棚表面

テーブル面

システムキャビネット/引き出し

バスルーム壁板

ドアシート防汚・水垢パネル

防水防黴ルーフパネル

洗面台撥ね防止壁板

ストーブ壁板
（インストールガイドを参照）

キッチンドア板

耐油汚れ天井板

垂直壁板

天井板

バーカウンター面

ホテルロビー壁板

エレベーター内装

ホワイトボード機能

電化製品の外観

自動車/バスインテリア

天井板

テーブル面

ベッドルーム

バスルーム

応用の参考

Style ZEN は、コーティングガラスの

多用途化粧板を代替する、新鋭デザイ

ナーたちが研究開発・設計した新時代

の建材です。

Style ZEN は非常に細やかなアイディ

アとロジックにより生まれ、包括的な

材料性能と特性を有しています。更に

当社で毎回、実際の応用経験と検査に

よりStyle ZENの機能と性能の適性を

強化しています。

キッチン

商業スペース

非常適合 適合 不建議



軽い・薄いという需要の下、Style LITEシリーズは、新しい

高光沢アクリル複合板材です。PMMA/ABS複合材において

、ミラー面光沢またはダウンの質感のマット多機能表面処理

を選択することができます。

ハードコート硬化摩耗処理に焦点を当てるのみならず、そ

の他機能性表面処理において、各種ニーズに基づき、防水、

防菌などカスタマイズすることができます。各種カラー板材

及び板材の可塑性、曲げ性能において、各種デザインニーズ

を満たすことができます。Style LITEは、各種ドア板、スライ

ドドア、ランプシェードなどへの使用に最適です。 



18

Pencil Hardness Anti-Stain Antibacterial 07-OTHERAnti-SolventWaterproof

スタイリッシュで軽量化された、
オールラウンド機能性化粧板

Lightweight

轻
Texture

质
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Pencil Hardness Anti-Stain Waterproof

優れたパフォーマンス

従来の家具は、ワニス、積層板、フィルムまたは合板

の薄層保護となっていました。そして、軽い凹みでも

悲惨な結果をもたらしていました。

Style LITEパネルは、独自の6Hハードの外観を有し、

耐スクラッチ性、撥水性、防汚性といった付加機能を

具備しています。

Style LITEパネルを使用したキャビネットは、水と接触

しても取り返しの付かない膨張や変形による損害をも

たらしません。

Style LITEパネルは頑強な均一材質で、湿気を防ぐ特性

を有し、永久的に耐湿性を提供します。



20

エレガントな外観

Style LITEパネルは、インテリアデザイン

の仕事で求められる機能、色、表面テク

スチャのニーズを満たします。

Style LITEパネルは、幅広いオプション

を提供し、突出した質感でインテリアの

雰囲気を高めます。

Style LITEは、商業スペース、公共施設

、美容院、ブティック、銀行、オフィス

などで自由に使用することができ、レス

トランやホテルなどに応用することもで

きます。

Lightweight

轻
Texture

质
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Antibacterial Anti-Solvent

健康へのこだわり

Style LITEパネルは、99.99％専業医療クラス抗菌抗黴機能を提供

しています。この機能により、表面は効果的にハードコーティン

グ層の完璧さを保護し、健康が全天候で守られます。

Style LITEの健康保護機能は、どのようなクリーニング用品、

化学物質によっても、強大な抗菌抗黴効果も損なわれません。



クールグリーン
（カスタム品）
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ホワイト フロスト リリー

ストーングレー アイボリー マスタード

モカ チタン ブラウン

ダートレッド ルージュ オレンジ

ラベンダー ダウンブルー アップルグリーン

ライトグレー

メタリックカラー    

ソリッドカラー

メタリックグレー カーボンブラック

パールホワイト シャンパン ココア

アルミ スート ブルゴーニュ

ブラウンミラー
（カスタム品）

ロースゴールド
（カスタム品）

シルバーミラー クラシックゴールド 

※本色見本は参考用です、実物の色見本をベースとしていください。
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光学グレードPMMA/ABS全圧複合材

1.0/1.2/1.5

テスト値

物性表(測定データは高光沢度)

ブランド

一般屬性

機械性能

熱性能

防火性能

仕様

材料タイプ

割合 ASTM D-792 1.09

<5%

クリーニングしやすい

< 1.0% loss of gloss

変色、ひび割れ剥離現象なし

変色、割れ現象なし

変色、割れ現象なし

表面変色、割れ現象なし
抗汗能力に変化なし

0クラス／繁殖なし

ASTM D2247-11

ASTM G21

ASTM D256-10

亀裂、剥離現象なし

変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし
変更なし

灯油
テレビン油
酢
漂白剤
シャワージェル
シャンプー
マウスウォッシュ
歯磨粉
ホットコーヒー
イソプロパノール
アセトン
醬油
マスタードソース
ケチャップ
塩酸20% ASTM D-1308-02(2007)

ASTM D522-93a(2011)

26MpaASTM D-638

70℃連続
85℃ASTM D648

HB/VOUL 94(2013)

ASTM G154-12a
ASTM D2244-15a
ASTM D3359-09e2

-30℃を1時間継続と＋80℃で1
時間継続を250サイクル※5分で
交換完成

ASTM B117-11
ASTM B368-09
ASTM D2244-15a
ASTM D3359-09e2
ASTM D3363-05
ASTM D-1003-11e1參照

#0000スチールウール500cycles

油性マーカー20cycles

ASTM D3363-05(2011)e2

ASTM D523-14

ASTM D570吸水率

表面光沢

鉛筆硬度

耐污性

耐スクラッチ性

耐濕性/Water Resistance

UVテスト

CASS酢酸塩水噴霧試験
(24hr*50℃)

耐冷熱衝撃性

抗黴性

衝擊強度

耐屈曲性

引張強度

作業溫度
熱変形温度

耐燃燒性

厚さmm

サイズmm

外観

POWER-IN GLOBAL

1220*2440

ハイライト & マット

耐化学性

1.92 kgf. cm/cm2

ハイライト>90GU，マット<20GU

ハイライト>6H最高9H／マット>5H
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Supply

ソリッドカラー供給サイズ

メタリックカラー供給サイズ

アクリルミラー板/PMMA mirror

特別仕様オーダーメード製品/MOQ



全球旭能
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シルバーシールド医療グレード
抗菌抗黴パネル

ご紹介

全天候型抗菌保護99.99%

PMMA/ABS+

シルバーシード医療グレード抗菌抗黴パネルは、究極の

耐用性を具備する防汚コーティングの外観に、耐スクラ

ッチ、耐汚れ、撥水性（耐水垢）、細菌抑制、抗黴機能

といった特性を具備しています。

シルバーシールド医療グレード抗菌抗黴パネルは、99.99％

の全天候長期抗菌保護で、最高の衛生要求を提供する医療

級建材パネルです。耐薬性のきわめて強いMRSA、頑強な

黒かびなどに対して、シルバーシールド医療グレード抗菌

抗黴パネルは最高クラスの抑制効果を達成します。

シルバーシード医療グレード抗菌抗黴パネルは、比類ない

ミラー外観だけでなく、控えめでミニマリストの究極のマ

ット外観も設計されています。世界クラスの抗菌機能をリ

ードするだけでなく、同時に驚くべき耐燃特性を具備

しています。
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特徴
シルバーシード医療グレード抗菌抗黴パネルは、先進製造

工程によるアクリル多層全圧複合板を採用しています。

完璧な外観はコーティングガラスとほぼ同一で識別が難し

いものとなっています。

シルバーシード医療グレード抗菌抗黴パネルは、ガラスの

25倍の耐衝撃安全強度を有しています。更に、重量はガラ

スの半分です。信頼できる安全性には、冷熱収縮における

サイズの安定性が含まれ、破裂の破片による損傷を回避さ

せます。

シルバーシード医療グレード抗菌抗黴パネルは、新世代の

全方位型パネルです。複雑な加工器具なしで、インストー

ルガイドを参考にするだけで、現場で手軽に施工すること

ができます。

主な機能
耐スクラッチ、耐摩耗性：

>6H高強度保護層で、傷跡の細菌発生を避けます。

>6H高強度保護層で、傷跡の細菌発生を避けます。

99.99％全天候型防衛により、大多数の有害な細菌は繁殖

できません。

耐化学性：

超強力な撥水、耐汚、抗酸保護層により、従来の洗剤の

化学物質や汚れ、水垢の付着を強力に抵抗します。

メンテナンス
シルバーシード医療グレード抗菌抗黴パネルは、マルチ

先進表面処理機能を具備し、ユーザーに最も手軽なメン

テナンスを提供します。全天候型シルバーシード医療グ

レード抗菌抗黴パネルにより、99.99％抗菌抗黴保護機能

を享受いただけます。
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応用範囲
垂直壁面、キャビネット、バスルーム壁面、天井板、

アクセスドア、OA家具パーテーションなど。

応用領域
医療機関/介護センター

保育園/託児所

植物バイオテクノロジー工場

食品製造工場

商業スペース

ホテル/レストラン

学校/図書館

住宅

公共輸送システム内装

$

SCHOOL
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基本プロパティ 数値

1.0/1.2/1.5/2/4

2440

3/5/8/10

ハイライト

>90GU

>6H

91%

優れました

目に見える瑕なし 目に見える瑕なし

97℃

5.6KJ/㎡

リファレンス仕様

耐化学薬品性

MEK 無損損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

損傷なし

非付着/簡単に拭き取れる

書き込み可能/簡単に拭き取れる

IPA

塩酸 20%

クエン酸

シャワージェル

シャンプー

歯磨粉

シェービングクリーム

マウスウォッシュ

ルージュ

水酸化ナトリウム

泡クリーナー

油性マーカー

ホワイトボードペン

数値 リファレンス仕様

基本特性表

材质

サイズ mm

外観

表面光沢 

全光线透过率

铅笔硬度

撥水性/防汚性能

耐磨耗性(#0000钢丝绒) 

抗冲擊性

ビッカース軟化点

曲げ強度

曲げ弾性係数

伸长率

引張強度

难燃性

厚さ
(mm)

サプライ

カスタム製品

64mpa

1800MPa

38MPa

HB/V0

74%

マット

<20GU

>5H

78%

優れました

97℃

5.6KJ/㎡

64mpa

1800MPa

38MPa

HB/V0

74%

500g/250次

ASTM-D1525

ASTM-D6110

ASTM-D790

ASTM-D790

ASTM-D638

UL 94

ASTM-D638

PMMA/ABS   +
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材料供給表

抗菌防黴効果表

材质

ABS＋

PMMA

PVC

种类

种     类 結     果

複合材

透明

透明複合材

ダブルカ
ラー

複合材

不透明

外観

ハイライト

マット

ハイライト

マット

规格 耐燃クラス 附属机能

抗汚/抗落書き

疎水性、水垢残留なし

耐磨耗

6H超硬度

耐化学性

耐衝撃性、軽量化

耐藥性金黃色ブドウ球菌MRSA 30ul

规     范

大肠菌 ATCC8739/ E.coli 30ul

绿膿菌 ATCC9027

金黃色ブドウ球菌 ATCC6538P

黑麴黒コウジ黴 (ATCC 9642)

ペニシリウム・ピノフィラム (ATCC 11797)

ケタマカビ (ATCC 6205)

トリコデルマ (ATCC9645)

オーレオバシジウム (ATCC 15233)

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

0クラス、カビ繁殖なし

0クラス、カビ繁殖なし

0クラス、カビ繁殖なし

0クラス、カビ繁殖なし

0クラス、カビ繁殖なし

JIS Z2801:2000

ASTM G21

ASTM G21

ASTM G21

ASTM G21

ASTM G21

ハイライト

マット

ハイライト

マット

マット
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アクセスドア
各種形式のシート表面に、全面的な

保護効果を提供

通道牆面
制御スイッチの範囲において細菌

抑制効果に加えて、汚れが付着
しない防汚能力を強化

調理工作臺
診察所や医療機関のキャビネット、

壁面にシルバーシールド抗菌防黴
パネルを選択すれば、最高クラスの
抗菌性要件を達することができます

淋浴室牆面
シャワールーム壁面のシルバーシード抗菌

パネルは、耐衝撃性を強化した安全材料です。
高湿度環境に最も合致する全方位型の主動抗菌

保護標準を有すると同時に、撥水機能を強化
しており、水垢が容易に蓄積せず、クリーニン

グしやすいという特性を有しています。
防汚効果は油汚れに対して、そして洗剤では

落とせない抗菌保護コーティングの強力
な耐化学薬品性能を具備しています。



                        高機能化粧板は、最先端のコーティング製造プロセスと設備

により、世界クラスの最高品質、高機能を供えた化粧板です。建築の内装パネル、

キャビネット表面板材や細かいクラフトアート創作など、どれにおいても最も完璧

な素材となります。 

当社は台中に応用展示センターを設置し、当社が誇る製品特性、各種応用モデルを

ご紹介しています。

是非、当社をご訪問ください

全球旭能有限会社
は心よりお待ち申し上げます

Crystalcrylic 

POWER-IN GLOBAL CO., LTD




