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局所換気扇

ポータブルファン

標準仕様

品番 形式
ファン モーター 50/60HZ共用）

重量 フレキシブル ダクト
羽根径 風量（最大） 電圧 相数 出力 極数 定格

ミスト処理ＢＯＸ

Shinyuミストカット

標準仕様
品番 品名 ダクト径 排気フィルター サイズ・重量 材質・仕様

67541141 ミストカットMSC-601ダクト1基用
600㎜

500×500×50
㎜

750×1,300
×800㎜
約30㎏

材質
0.8mm亜鉛引

き鋼板
仕様

ドレンコック付

67541142 ミストカットMSC-602ダクト2基用
67541101 ミストカットMSC-551ダクト1基用

550㎜
67541102 ミストカットMSC-552ダクト2基用
67541151 ミストカットMSC-501ダクト1基用

500㎜
67541152 ミストカットMSC-502ダクト2基用
67541111 ミストカットMSC-451ダクト1基用

450㎜
67541112 ミストカットMSC-452ダクト2基用
67541121 ミストカットMSC-401ダクト1基用

400㎜
67541122 ミストカットMSC-402ダクト2基用
67541131 ミストカットMSC-301ダクト1基用

300㎜
67541132 ミストカットMSC-302ダクト2基用

『Shinyuミストカット』はブースダクト排出部の最終部に設置する装
置で、装置内に入った「ミスト」の約75％は、フィルター付水槽で
取り、残りの約24％を2重の側面フィルターで取り除きますので、導
入したその日から、驚くほどの威力を発揮する装置です。 

簡易ブース専用の換気扇です。ブース内は自由に移動できます。全
面塗装の場合はバンパーの高さに、部分塗装やパテの空研ぎにはそ
の近くまで移動が自由にできます。

67541080 PF–281Y
（標準型）280φ 60/70

㎥/min 100V 単相 510W
（3A） 2P 連続 14㎏ 標準ダクトFD-300

300㎜×5m

移動式排気集塵ユニット

Fan太郎 Fan T-1/Fan T-2
塗装ブースの設置が困難な作業スペースでのタッチアップ塗装やパーツ等
の小物塗装、板金時のパテ粉の排気集塵に設置して頂けます。
また、移動タイプなので作業スペースの有効利用が出来、修理車や作業に
合わせてその日の作業レイアウトが出来るので大変便利です。

標準仕様

オプション仕様(フランジ)

オプション仕様(ダクトホース)

品番 形式 ファン(径) スイッチ 電 源 寸 法 フィルター 排気口 重量

67541091 Fan T-1
有圧換気扇
0.75kw
(500φ)

動力用
スイッチ 3相-200V

プラグ
(250V-4P20A)
・コード 10m付

W:1,000mm
D:700mm
H:1,300mm 500mm

×
500mm
4枚

後方 約
50Kg

67541092 Fan T-2
有圧換気扇

1.5kw
 (600φ)

インバーター
スイッチ

W:1,000mm
D:800mm
H:1,300mm

上方 約
60Kg

品 番 品 名 フランジ径 外寸法 重 量
67541095 Fan T-1用ホースフランジ 500mm 500φ 570mm×570mm×140mm 約1.5Kg
67541096 Fan T-2用ホースフランジ 600mm 585φ 650mm×650mm×140mm 約1.8Kg

品 番 品 名 ダクト径 伸 長 重 量
67541162

スパイラルダクトホース 500φ
（片側ヒモ付） 520φ

2m 約3.5Kg
67541163 3m 約5.3Kg
67541165 5m 約8.8Kg
67541172

スパイラルダクトホース 550φ
（片側ヒモ付） 550φ

2m 約4.0Kg
67541173 3m 約6.0Kg
67541175 5m 約10Kg
67541182

スパイラルダクトホース 600φ
（片側ヒモ付） 585φ

2m 約4.5Kg
67541183 3m 約6.8Kg
67541185 5m 約11.3Kg

＊排気口は、特注にて上記標準仕様以外に後方・上方・側面に変更する事が出来ます。

自動車塗装用ブース関係類

※ フランジ・スパイラルダクトホースはオプションです。Fan T-1は500mm・Fan T-2は600mmを
ご指定下さい。

PF-281Y
標準型

MSC-551

スパイラルダクトホース

Fan T-1

フランジ

Fan T-2
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○水性塗料対応乾燥機の決定版!!
○静音タイプ小型シロッコファン搭載!!
○ 発熱体素材に特殊炭素結晶(カーボン結晶)を使用した事で、熱吸収波長域の

放出量が格段にアップし、微妙な温度調整も可能となった上、熱交換効率も
良く消費電力も大きく抑える事ができる新熱源ヒーターです。

○ 金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく突入電流は全く発生
しません。また、わずか３～５秒で最高温度に到達する立ち上りの早さは、
ハロゲンヒーターにも勝る早さです。

○ 発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選びません。また、
発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。

● 大口径吹出口と高バランス位置が温風効果を高める静音式小型シロッコファ
ン採用

● 新カーボンランプ（カーボンコイルヒーター）は、発熱体面積が広がり高効率。
● 各バンクの出力の強弱を無段階で調節できる!!
　 また、各電球ごとに単独スイッチが有り、乾燥面積に応じて調整ができる。 

短波長+中波長+長波長赤外線＋温風

カーボンブラックヒーターＶ CBH-3065

標準仕様

○国産初の「ゆらぎ制御技術」搭載乾燥機!!
○「ゆらぎ制御技術」で熱効率を極限まで高め短時間乾燥を実現!!
○ オプションセンサーで距離や時間の調整は不要、温度設定を自動管理!!
○新発熱体素材として特殊炭素結晶(ｶｰﾎﾞﾝ結晶)を採用!!
○静音タイプ小型シロッコファン4基搭載!!
○水性塗料対応乾燥機の決定版!!
● 予備乾燥(ゆらぎ制御)＋本乾燥（ゆらぎ制御)の乾燥管理で、短時間乾燥＋省

エネルギー。
●オプションセンサーで設定温度を自動管理!!
● 新カーボンランプ（カーボンコイルヒーター）は熱吸収波長域の放出量をアップ!!
●静音タイプ小型シロッコファン4基採用!!
●バンク1200mm×1200mmの乾燥面積で１（ワン）パネル一発乾燥。
●縦横左右の回転バンクは、どんな乾燥場所でも対応できます。
●大型コードフック・大型キャスター (直径100mm)採用。

品 番 68041501
名 称 カーボンブラックヒーターⅤ型
形 式 CBH-3065
電 源 三相200V

コード長 10ｍ（4P30Aプラグ付）

使用電球 カーボンコイルヒーター（METRO社製）200V-1,200W
×6本 (寿命6,000時間)

ファン 静音型小型シロッコファン(最大風量2.8㎥/min 静圧
2.5mmAq) 4基( 2バンク)

規定出力 予備乾燥時 3.6kw(11A)
本乾燥時 7.2kw(実効出力 5.9kw)＋ﾌｧﾝ0.2kw（17.5A）

バンク

寸 法 W1,200×H950mm（1バンク1,200×240mm）

角 度

上バンク上下方45°
中バンク固定

下バンク上下方45°
バンク全体上下方100°

バンク全体左右180°回転
高 さ 全高2,380mm（バンク下2,100mm）
機 能 保護ガード、首振り機能付

スタンド
寸 法 W800×D1,000mm
高 さ 全高1,680mm

キャスター 100φ×32mm幅

コントロールボックス 予備乾燥時間表示付タイマー
残り時間表示付99分タイマー

照射面積 W1,200×H1,200mm（温風同時使用時）
総重量 90kg

オプション オプションセンサー (設定温度管理機能＊ご購入後の取付不可)

乾燥機器類

カーボンヒーター
拡大写真

短波長+中波長+長波長赤外線＋温風

カーボンブラックヒーターⅢ CBH-3064

温風吹出し口

品 　 番 68041481 68041484
名 　 称 カーボンブラックヒーターⅢ型 温風２灯式カーボンブラックヒーター 
形 　 式 CBH-3064 CBH-2022 
電 　 源 三相200V 単相200V 
コ ー ド 長 10ｍ（4P30Aプラグ付） 10ｍ（4P20Aプラグ付） 
使 用 電 球 カーボンコイルヒーター（METRO社製）

200V-1000W×6本 (寿命6,000時間)
カーボンコイルヒーター（METRO社製）

200V-1000W×2本 (寿命6,000時間)
フ ァ ン 静音型小型シロッコファン

(最大風量2.8㎥/min 静圧2.5mmAq) ４基( ２バンク)
静音型小型シロッコファン

(最大風量2.8㎥/min 静圧2.5mmAq) １基
規 定 出 力 無段階可変　5.7kw＋ファン0.2kw

（最高出力時　19A） 
無段階可変　2.0kw＋ファン0.03kw

（最高出力時　11A） 
バ

ン

ク

寸 法 W1,200×H950mm（1バンク1,200×240mm）  W600×H500mm（1バンク600×180mm） 
角 度 上バンク上下方45° / 中バンク固定 / 下バンク上下方45°

バンク全体上下方100° / バンク全体左右180°回転
上バンク上下方180° / 下バンク上下方180
全体下方180° / バンク全体左右360°回転 

高 さ 全高2,380mm（バンク下2,100mm） 全高2,000mm 
機 能 保護ガード、首振り機能付 保護ガード、首振り機能付 

ス
タ
ン
ド

寸 法 W800×D1,000mm W580×D600mm 
高 さ 全高1,680mm 全高2,000mm 
キャスター 100φ×32mm幅 50φボールキャスター 

コントロール
ボ ッ ク ス

3バンク独立無段階ボリューム ２灯一括無段階ボリューム＋ファン専用無段階ボリューム 
残り時間表示付99分タイマー ゼンマイ式60分タイマー 

照 射 面 積 W1,200×H1,200mm (温風同時使用時) W600×H800mm（距離400mm時） 
重 量 95kg 19kg

温風２灯式カーボンブラックヒーター　CBH-2022

標準仕様

カーボンブラックヒーターⅢ型

温風２灯式カーボンブラックヒーター

カーボンブラックヒーターⅤ型
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乾燥機器類

短波長+中波長+長波長赤外線

カーボンブラックキューブ１灯式 CBQ-1111
カーボンブラックキューブ２灯式 CBQ-2221

○1灯式
● 新カーボンランプ（Ｕ字管カーボンコイル
ヒーター）は、発熱体をＵ字にすることで、
ポイント温度が上がり、小さな面積で高熱
量を発生させることが出来るのです。

● このクラス初めての四角いバンク（400×
400mm)は、下地乾燥からスポット乾燥と、
どんな場面にも対応できるミニヒーターで
す。

● 100仕様で、手軽にどこでも簡単乾燥がで
きます。

● ボリュームコントローラー＋60分タイマー
が標準装備!!

●バンクは360°回転可能!!

○2灯式
● 新カーボンランプ（Ｕ字管カーボンコイル
ヒーター）は、発熱体をＵ字にすることで、
ポイント温度が上がり、小さな面積で高熱
量を発生させることが出来るのです。

● このクラス初めての四角いバンク（400×
400mm)は、下地乾燥からスポット乾燥と、
どんな場面にも対応できるミニヒーターで
す。

● 四角いバンク（400×400mm)を横配列にし
た事で、1,000×400mmの横長補修にも対
応ができ、各バンク独立スイッチにより、
単独運転も可能となりました。

● 一括ボリュームコントローラー＋60分タイ
マーが標準装備!!

品 　 番 68041451 68041452
名 　 称 カーボンブラックキューブ１灯式 カーボンブラックキューブ２灯式
形 　 式 CBQ-1111 CBQ-2221
電 　 源 単相100V 単相200V
コ ー ド 長 10m (2P15Aプラグ付) 10m (4P20Aプラグ付)
使 用 電 球 Ｕ字管カーボンコイルヒーター

100V-600W×2本 (寿命6,000時間)
Ｕ字管カーボンコイルヒーター

100V-600W×4本 (寿命6,000時間)
規 定 出 力 無段階可変0～ 1.2kw（最高出力時 12A） 無段階可変0～ 2.4kw（最高出力時12A）
バ ン ク 寸 　 法 W400×H400mm W1,000×H400mm（1バンク400×400mm）

角 　 度 バンク上下180°
バンク全体360°回転 

左バンク上下方180°
右バンク上下方180°
バンク全体下方180°

バンク全体左右360°回転 
機 　 能 保護ガード、首振り機能付 保護ガード、首振り機能付

スタンド 寸 　 法 W400×D450mm W580×D600mm
高 　 さ 全高1,200mm 全高2,000mm
キャスター 50φボールキャスター 50φボールキャスター

コントロールボックス 無段階ボリューム ２バンク一括無段階ボリューム
ゼンマイ式60分タイマー ゼンマイ式60分タイマー

照 射 面 積 W500×H500mm
（距離300mm時）

W1,100×H500mm
（距離400mm時）

重 量 8.5kg 18kg

カーボンブラック
キューブ２灯式

カーボンブラック
キューブ1灯式

短波長+中波長+長波長赤外線

カーボンブラックヒーターⅡ CBH-3063

カーボンヒーター拡大写真

標準仕様
品 番 68041521
名 　 称 カーボンブラックヒーターⅡ型
形 式 CBH-3063
電 源 三相200V
コ ー ド 長 10m（4P30Aプラグ付）
使 用 電 球 カーボンコイルヒーター（METRO社製）

200V－1000W×6本 (寿命6,000時間)
規 定 出 力 無段階可変5.7kw（最高出力時18A）
バ ン ク 寸 法 W1,200×H880㎜（１バンク1,200×240㎜）

角 度 上バンク上下方90° / 中バンク固定 / 下バンク上下方90°
バンク全体上下方100° / バンク全体左右180°回転

高 さ 全高2,380㎜（バンク下2,100㎜）
機 能 保護ガード、首振り機能付

ス タ ン ド 寸 法 W800×D1,000㎜
高 さ 全高1,680㎜
キャスター 100φ×32㎜幅

コントロールボックス 3バンク独立無段階ボリューム
残り時間表示付99分タイマー

照 射 面 積 W1,200×H1,000㎜（距離600㎜時）
総 重 量 87kg

　新熱源体カーボン結晶（特殊炭素結晶）を使用した事で、樹脂系
の熱吸収波長域の放出量がアップし、微妙な熱波長放出量調整も可
能となった上、熱交換効率もアップし消費電力も大きく抑える事が
できる、高効率省エネルギー乾燥機です。
　可変式無段階出力（ボリューム出力）装置で乾燥温度の微妙な調
整も出来る上、バンク毎の独立スイッチで乾燥範囲も調整できます。
　また、角度調整範囲の広い新型形状スタンドは、どんな角度の乾
燥面にも対面照射ができ、均一な乾燥に仕上がります。

○ 発熱体素材に特殊炭素結晶（カーボン結晶）を使用した事で、熱
吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調節も可能と
なった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑えることができ
る新熱源ヒーターです。

○ 金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく、突入電
流が全く発生しません。また、わずか３～５秒で最高温度に到達
する立ち上がりの早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。

○ 発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選びま
せん。また、発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。
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短波長赤外線

短波長+中波長+長波長赤外線

IRT乾燥ロボット

3灯式カーボンブラックヒーターLITE CBH-3030

標準仕様

標準仕様

品番 形式 カセット
数（電力）

乾燥面積
（カセット寸法）

カセット
上下動幅

照射
距離

内臓乾燥
プログラム

距離
測定

（自動）

温度
制御

（自動）

時間
制御

（自動）
重量

68041881 IRT3 PrepCure 1（3KW）（15） 1,000×1,100㎜
（556×413mm×1） 0.08～1.31m

0.6m

2種類50%・100％ × × ○ 23kg

68041882 IRT3-2 PcD 2（6KW）（16A） 2,000×1,100㎜
（556×413mm×2）

0.08 ～ 2.25m 12＋3種類
○ × ○ 62kg

68041883 IRT4-2 PcAuto 2（12KW）（32A） 2,200×1,500㎜
（556×413mm×2） ○ ○ ○ 62kg

IRT4-2 PcAuto 短波長赤外線による乾燥機です。乾燥が短時間で仕上がり作業の短縮と電気代
の節減につながります。溶剤を揮発させるセッティング作業をロボットがする
ため、高品位の塗膜が約束されます。コンピューター制御で塗料（上塗り・下
塗り）に合った時間をインプットするだけでOKです。

● 新カーボンランプ（カーボンコイルヒーター）は、発熱体面積が広がり高効率。
●バンク600mm×740mmの分離パネルで余裕乾燥。
●３分割バンクで簡単セット楽々乾燥。
●各バンク独立スイッチ搭載!!
●バンクは360°回転可能!!

品 番 68041529
名 称 3灯式カーボンブラックヒーター LITE
形 式 CBH-3030
電 源 3相200V

コード長 10ｍ（4P20Aプラグ付）

使用電球 カーボンコイルヒーター（METRO社製）200V-1000W
×3本 (寿命6,000時間)

規定出力 3.0kw（最大出力時 9A)

バンク

寸 法 W600×H740mm（1バンク600×180mm）

角 度

上バンク上下方180°
下バンク上下方180°
バンク全体下方180°

バンク全体左右360°回転
機 能 保護ガード、首振り機能付

スタンド
寸 法 W500×D600mm
高 さ 全高1,980mm

キャスター 50φボールキャスター

コントロールボックス
点灯式メインスイッチ

ゼンマイ式60分タイマー
照射面積 W600×H1000mm（距離400mm時）
総重量 20kg

乾燥機器類

短波長+中波長+長波長赤外線

１灯式カーボンブラックヒーター CBH-1011
２灯式カーボンブラックヒーター CBH-2021

○1灯式
● 新カーボンランプ（カーボンコ
イルヒーター）は、発熱体面積
が広がり高効率。

● このクラス初めてのボリューム
コントロール＋タイマー付。

● バンク600mm×180mmの手軽パネ
ルで簡単乾燥。

●100Ｖ仕様でどこでも乾燥！！
●バンクは360°回転可能！！

○2灯式
● 新カーボンランプ（カーボンコ
イルヒーター）は、発熱体面積
が広がり高効率。

● 2段式の各バンクの出力の強弱
を無段階で調整でる。（ボリュー
ムコントロール）

● バンク600mm×460mmの分離パネ
ルで余裕乾燥。

● ２分割バンクで簡単セット楽々乾燥。
●バンクは360°回転可能！！

品 　 番 68041523 68041524
名 　 称 １灯式カーボンブラックヒーター ２灯式カーボンブラックヒーター
形 　 式 CBH-1011 CBH-2021
電 　 源 単相100V 単相200V
コ ー ド 長 10ｍ（2P15Aプラグ付） 10ｍ（4P20Aプラグ付）
使 用 電 球 カーボンコイルヒーター（METRO社製）

100V-900W×1本 (寿命6,000時間)
カーボンコイルヒーター（METRO社製）
200V-1000W×2本 (寿命6,000時間)

規 定 出 力 無段階可変0 ～ 900w（最高出力時　9A） 無段階可変0 ～ 2.0kw（最高出力時　10A）
バ ン ク 寸 　 法 W600×H180mm W600×H460mm

角 　 度 バンク上下180°
バンク全体360°回転

上バンク上下方180°
下バンク上下方180°
バンク全体下方180°

バンク全体左右360°回転
機 　 能 保護ガード、首振り機能付 保護ガード、首振り機能付

スタンド 寸 　 法 W400×D460mm W580×D600mm
高 　 さ 全高1,500mm 全高2,000mm
キャスター 50φボールキャスター 50φボールキャスター

コントロールボックス 無段階ボリューム ２灯一括無段階ボリューム
ゼンマイ式60分タイマー ゼンマイ式60分タイマー

照 射 面 積 W600×H400mm（距離300mm時） W600×H800mm（距離400mm時）
重 量 10kg 17kg

１灯式カーボンブラックヒーター

２灯式カーボンブラックヒーター
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乾燥機器類

乾燥機器類

専用本体カバー・専用ホースカバー
10m用/8m用

QUICK-D AQUAⅢ（アクアスリー）
独自の温風発生構造でスピード乾燥を実現!!
温風発生構造(速熱、大電力ｶｰﾎﾞﾝﾋｰﾀｰと蓄熱構造熱交換器)により、乾燥作
業時にすばやく高温の温風になり、塗膜を短時間で乾燥させます。・・・立
上り時間 40℃まで約10秒!!
蓄熱構造により待機電力を大幅カット!!
ヒーターに熱を蓄える待機機能の採用により、吹き付け作業時に、ムダな
エネルギー消費を控えながら、すばやく熱風を取り出せます。・・・通電時
の約1/10!!
作業効率が大幅アップ!!
水性塗料を乾燥する場合、今までの乾燥方法(送風乾燥)では、数がこなせな
いという問題が有りました。・・・通電時の約1/3!!
●オプション品
専用ワイドノズル(275mm)
ノズルフィルタ(2個入)

標準仕様

標準仕様
品 番 68042011
名 称 QUICK-D AQUAⅢ(ｱｸｱｽﾘｰ)
形 式 QDA-L7SB

定格電圧 3相200 50-60HzV
定格消費電力 5.0Kw
定格電力 ヒーターユニット 3.6Kw

送風ブロアー 1.2Kw
本体形状寸法 (幅)400mm×(高さ)821mm×(奥行)400mm
本体重量 約40Kg
電源コード 3.5m㎡×4芯×10m

推奨差込プラグ 接地 3P 20A 引掛形
ヒーター カーボンヒーター (1200W×3本)熱交換器1ユニット
温度制御 サーミスタ 1本 140℃ (ヒーター容器内)
安全装置 温度ヒューズ 2本 157℃でOFF(ヒーター側面に取付)

乾燥性能
吹出し口温風温度
(吹出しノズル無し)

設定温度 高…約96℃ (室温20℃ 風量設定 強)
設定温度 低…約73℃ (室温20℃ 風量設定 強)

風量 3㎥/min(風量設定 強) ＊風量設定により調節可
ダクトホース長 10m(ホース径φ38)
乾燥ノズル 耐熱樹脂製ノズル(ノズルの取っ手部送風ON/OFF防爆スイッチ付)

ホーススタンド ノズルの温風吹出し方向、ホース吊り下げ高さ自在調整
オプション品 耐熱樹脂製ワイドノズル／ノズルフィルタ(新型ノズル交換用)

品 番 品 名 素 材 寸 法 重 量
68042017 AQUAⅢ(アクアスリー)専用本体カバー

制電性ナイロン
(本体＋メッシュ )

410mm×410mm×810mm 180g/1枚
68042018 AQUAⅢ(アクアスリー )専用ホースカバー (10m用) 120 mm×11m (両端紐付) 310g/1枚
68042019 AQUAⅢ(アクアスリー )専用ホースカバー (8m用) 120 mm×9m (両端紐付) 290g/1枚

乾燥機器類

QUICK-D AQUA-mini(アクアミニ)
標準仕様

品 番 68042021 68042022

名 称 QUICK-D AQUA-mini(アクアミニ)
テストピース乾燥タイプ

QUICK-D AQUA-mini(アクアミニ)
ハンディタイプ

本体形式 QDA-M1
定格電圧 AC100V 50-60HzV

定格消費電力 950w
安全
装置

電流ヒューズ 1個
自動復帰式リミッター 1個
本体形状寸法 (幅)170mm×(高さ)242mm×(奥行)334mm

本体重量 約4.4Kg
電源コード 1.25mm×2芯×5m

温風吹出温度 約40 ～ 70℃
ヒーター PTCヒーター
風 量 約1.0/min(風量設定 最大)
風 速 約20m/s(風量設定 最大)
ホース φ38 400m(伸長時800mm)
付属品 ショルダーベルト

テストピーススタンド 付 属 無
テストピースはさみ 付 属 無

乾燥機器類

本体セット

QUICK-D AQUAⅢ

専用ワイドノズル(275mm)

ノズルフィルター

カバー装着時

テストピースはさみ

肩掛ストラップ

テストピース乾燥置き台
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標準仕様

IRT乾燥機を手のひらに!!をコンセプトに作り上げた短波長赤外線乾
燥機です。電球にはIRT乾燥機と同じランプを使用し、本乾燥前の予
備乾燥や下地乾燥に適したハンドヒーターです。 

短波長赤外線

IRT-1Prep Cure ハンドヒーター

品￥番 型式 乾燥面積（バンク寸法） 電圧・コード長 電力 重量 機能

68041885 IRT1
PrepCure

300×570mm
(65×380mm)

単相100V
コード2.1m

1,000W
（10A） 1.8kg グリップスイッチ仕様

標準仕様

オプション仕様

品番 電圧 電流 電力 電球寿命 重量 コード コード長さ
68041671 単相100V 6A 600W 5,000時間 720g(グリップ含む） 分離式 3.5m 

品番 名称 寸法 重量 機能

68041675 カーボンハンドヒーター
専用温風キット

奥行19×横110×
縦136mm 220g エアー量調節バルブ付  

品番 名称 高さ 重量
68041632 ハンドヒーター専用スタンド 約770mm(縮長)　2,100mm(全伸長) 約1.63kg

短波長+中波長+長波長赤外線

カーボンハンドヒーターCH-600
溶剤系塗料は元より水系塗料の乾燥には欠かすことの出来ない「カー
ボンコイルヒート効果（近赤＋中波＋遠赤効果）」をコンパクトに設
計し、ハンドタイプに仕上げた優れものです。また、グリップ一体型
となったスイッチは機能性と安全性を考慮した親切設計です。カーボ
ンハンドの熱特性を活かした画期的な専用スタンドで、どんな形状へ
の乾燥や、どんな場面での乾燥にも適しております。また、温風式カー
ボンハンドを使用すれば、水性塗料対応乾燥機としても使用できます。

ワイドヒーターⅡ WH-1000（Wide Heater2）

標準仕様

オプション仕様（ワイドヒーター）

短波長赤外線

ワイドヒーターⅡ WH-1000
あらゆる塗装物の乾燥に適したヒーターです。
ハンドタイプになっていますので片手で楽に操作できます。熱量は
驚異の1,000Wで、タテ・ヨコ自由に回転する首振り式になっていま
すので乾燥面積もワイド（広い範囲）です。
ワイドヒーターⅡの熱特性を活かした画期的な専用スタンドで、ど
んな形状への乾燥や、どんな場面での乾燥にも適しております。また、
温風式ワイドヒーターⅡを使用すれば、水性塗料対応乾燥機として
も使用できます。

品番 品名 電圧 電流 電力 重量 機能 コード長さ
68041700 ワイドヒーターⅡ WH-1000 単相100V 8A 1,000W 675g(延長ｺｰﾄﾞ付) 首振り式 分離式3.5m

品番 品名 寸法 重量 機能

68041625 ワイドヒーター専用
温風キット

奥行57×横145×縦73㎜
（パイプ＋フレームのみ） 60g エアー量

調節バルブ付

品番 名称 高さ 重量
68041632 ハンドヒーター専用スタンド 約770mm (縮長) 2,100mm (全伸長) 約1.63kg

乾燥機器類

IRT-1PCハンドヒーター

標準仕様
温風キット装着時

ワイドヒーターⅡ
 WH-1000

温風キット装着時

ワイドヒーター

スタンド装着時
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上塗・下地塗料の乾燥に使用するハンドタイプの温風乾燥機です。
アタッチメントを装備することで樹脂バンパーなどの溶接作業やス
テッカーの剥離作業にも使用できます。

エアーカプラ類

スーパーカプラ

標準仕様

●ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
●押し込むだけのワンタッチ接続。片手でできる操作性が自慢。
● 幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。

エアーカプラ類

ハイカプラ

標準仕様

● 工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
● 構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗性・耐久性に優れています。
● 幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化しています。

乾燥機器類

エアーカプラ類

温風式乾燥機　２段階温度調整機能付

プラジェットシリーズ

標準仕様

品番 形式 電圧 電力 温風温度
(※1)

重 量
(※電源コー
ドを除く)

機能

69849252 PJ210A1
単相100V

600W 450℃ 約600g 3段階切替スイッチ
（熱風・送風・切）

69849255 PJ214A 1,020W 250℃～
600℃（可変） 約950g 4段階切替スイッチ

（強・弱・送・切）
※1 先端から10mmの数値となります。

〔AT-21アタッチメントは別売りです〕
PJ210A1 PJ214A

品 番 品 名 最高使用圧力 耐圧力 相手側取付サイズ 重 量
68142701 02SH

1.0MPa
(10kgf/c㎡)

1.5MPa
(15kgf/c㎡)

1/4"ホース 56g
68142702 02SM Rc1/4ネジ 57g
68142703 02SMF G1/4ネジ 27g
68142704 02SF R1/4ネジ 56.4g
68142706 02SN φ6.5×φ10 44.4g
68142711 02PH 1/4"ホース 16g
68142713 02PM Rc1/4ネジ 22.7g
68142714 02PFF G1/4ネジ 17.7g
68142716 02PN φ6.5×φ10 35.3g

品 番 品 名 最高使用圧力 耐圧力 相手側取付サイズ 重 量
68142721 20SH

1.5MPa
(15kgf/c㎡)

2.0MPa
(20kgf/c㎡)

1/4"ホース 99g
68142723 20SM Rc1/4ネジ 97g
68142725 20SF R1/4ネジ 97g
68142727 20SN(65SN) φ6.5×φ10 115g
68142731 20PH 1/4"ホース 28g
68142733 20PM Rc1/4ネジ 25g
68142735 20PF R1/4ネジ 28g
68142738 20PFF G1/4ネジ 23g
68142737 20PN(65PN) φ6.5×φ10 42g

プラグ

プラグソケット

02PH
02SH

20PH

20PFF

20SH

20SF 20SN

20SM

20PN

20PF

20PM

02SMF

02SN

02SF

02SM

02PFF 02PN

02PH

ソケット

（アタッチメント AT-21） 
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粘度の高い塗料をスムーズに吹き付けることができるスプレー
ガンです。レギュレーター装置の調節により、微低圧をカップ
に加圧することができます。

［注］セットの場合、400cc専用圧送カップはスプレーガンと
は別途ご発注下さい。カップ取付はRp1/4袋ナットです。

水性塗料乾燥用ブローガン

標準仕様
品番 形式 最高使用圧 使用圧力 空気使用量 騒音 取付口 重量

68142343 WBG-108
1.0MPa

(10.0kgf/㎠)
0.2 ～ 0.4MPa

(2.0 ～ 4.0kgf/㎠)
1050L/min
(0.4MPa時)

84dB
(0.4MPa時) G1/4

172g

68142342 WBG-205 196g

ワイドブローガン WBG-108
ワイドブローガンⅡ WBG-205

● 水系塗料のセッティング乾燥には欠かす事のできない「ブ
ロー効果」を最大限に発揮でき、WBG-108はストレートタ
イプですので握った感覚がそのまま伝わり、自在にコント
ロールが出来ます。

　 また、ニードル式調整バルブですので細かな吐出調整が出来
るようになりました。

この「Newスプレーガンクリーニングキット」は、スプレーガ
ンやカップのお手入れに必要不可欠なブラシ・ニードルなど
18種類を専用ケースに入れたスプレーガンの必需品です。特
に、今回初めて深針（タンシン）型ピックニードルは、スプレー
ガンの奥深いパッキン類の取外しや調整には大変便利な形状で、
分解掃除には必ずほしかった一品です。

スプレーガン清掃キット

Newスプレーガンクリーニングキット

標準仕様
品番 品名 内容 重量 単位

68142189 Newスプレーガンクリーニングキット ブラシ１１種・ニードル７種 １３6ｇ １セット

スプレーガン・カップ類

標準仕様
品番 品名 塗料供給方式 ノズル

口径 吹付空気圧力 最大有効
パターン幅 重量

68142161 小型圧送スプレーガン 圧送重力式 2.0㎜ 2.0kgf/ｃm2
(0.2Mpa) 220㎜ 700g

品番 品名 塗料供給方式 安全装置 カップ内
圧力 容量 重量

68142631 小型圧送専用カップ 圧送重力式 0.5kgf/㎠以上
安全弁作動 0.55kgf/㎠ 400cc 270g

68142632 600cc 369g

高粘度用スプレーガン

小型圧送スプレーガン/小型圧送専用カップ

小型圧送
スプレーガン

小型圧送
専用カップ

600cc

400cc

ワイドブローガン

ワイドブローガンⅡ
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ボディーアンダーシュッツガン2 標準仕様

シュッツガンキット標準仕様

ノズルセット標準仕様

ボディーアンダーシュッツ缶専用

品番 品名 塗料供給
方式

ノズル
口径 吹付空気圧力 空気使用量 最大有効

パターン幅 重量

68142212 ボディアンダー
シュッツガン２ 吸上式 2.0㎜ 2.0kgf/㎠

（0.2Mpa） 160L/min 290㎜ 455g

品番 品名 セット内容 重量

68142216 ﾎﾞﾃﾞｨｱﾝﾀﾞｰｼｭｯﾂｶﾞﾝ
ﾉｽﾞﾙｾｯﾄ A-205-T

ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞ× 6
ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ× 6

252g
(ｾｯﾄ)

品番 品名 セット内容 ノズル
口径 吹付空気圧力 空気使用量 最大有効

パターン幅 重量

68142215
ﾎﾞﾃﾞｨｱﾝﾀﾞｰ
ｼｭｯﾂｶﾞﾝｷｯﾄ
A-205-K

ｼｭｯﾂｶﾞﾝ× 1
ﾉｽﾞﾙﾍｯﾄﾞ× 2

ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ× 2

0 ～ 5mm
(調整可

能)
2.0kgf/㎠

（0.2Mpa） 170L/min 260㎜ 244g
(ｷｯﾄ)

ボディーアンダーシュッツガン2
ボディーアンダーシュッツガン A-205

ボディーアンダーシュッツガン2は、レバー式エアーバルブを
採用していますので、吹付量が簡単に調整できます。また、ノ
ズル先端には吹付パターン調節ネジが付いておりますので、好
みのパターンに調節、固定することができます。
ボディーアンダーシュッツガンA-205は、先端部だけを取替え
る事で、ガンの洗浄をすることなく缶の取替えが簡単に行なえ、
洗浄シンナー使用量の削減に役立ちます。また、色の違うボ
ディーアンダーシュッツガンを使い分ける場合でも、ガン本体
を使い回すことができ、経済的でスムーズな作業環境が作れま
す。そして、ノズル先端の調整でシュッツの噴出量が調節でき
ますので、色々なパターン柄を作り出すことが出来るのです。
<<缶口径40mm用>>  

スプレーガンアクセサリー

FV-15/34/50ノズル

標準仕様
品番 品名 寸法 有効パターン幅 ノズル口径 重量

68142851 FV-15ノズル(WIDER1/KIWAMI-1用)

全長150mm

100mm 1.0mm

120g
68142871 FV-15ノズル(JGX-502用)

68142872 FV-15ノズル(PAC-6･8/W-100/W-101/FUN用)

68142873 FV-15ノズル(PAC-7/JJ/LUNA-C･R/LUNAⅡ/W88用)

68142874 FV-15ノズル(F110/F-ZERO/FINER･FINERⅡ用)

68142852 FV-34ノズル(WIDER1/KIWAMI-1用)

全長340mm 180g
68142862 FV-34ノズル(JGX-502用)

68142863 FV-34ノズル(PAC-6･8/W-100/W-101/FUN用)

68142864 FV-34ノズル(PAC-7/JJ/LUNA-C･R/LUNAⅡ/W88用)

68142865 FV-34ノズル(F110/F-ZERO/FINER･FINERⅡ用)

68142853 FV-50ノズル(WIDER1/KIWAMI-1用)

全長500mm 196g
68142866 FV-50ノズル(JGX-502用)

68142867 FV-50ノズル(PAC-6･8/W-100/W-101/FUN用)

68142868 FV-50ノズル(PAC-7/JJ/LUNA-C･R/LUNAⅡ/W88用)

68142869 FV-50ノズル(F110/F-ZERO/FINER･FINERⅡ用)

エンジンルームやトランクなど狭い場所の塗装に使用するスプ
レーガンノズルです。どんな方向にも塗装できます。ノズル全
長150㎜と340㎜と500㎜。FVノズルは重力式スプレーガン専
用です。決して吸上式スプレーガンには使用しないでください。

スプレーガン・カップ類

写真のシュッツ缶は別売りです。

ボディーアンダー
シュッツガン2

ボディーアンダー
シュッツガン A-205

FV-15

FV-34
FV-50
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● エアーフィルターはエアーホース内にたまった微量の水、油、
ゴミを旋回運動で効率よく取り除く高性能多重層フィルター
です。フローティングバッフル構造が圧力損失を防ぎます。

（重量：50g）
● ガンリューブはスプレーガン専用のオイルです。スプレーガ
ン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、
ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用する
ことにより新品状態に戻すことができます。植物性オイルの
ため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありま
せん。 （容量：60cc） 

このフィルタースタンド付CC用ガンスタンドは、軽量で持ち
運びも楽な上、付属部品のフィルタースタンドを接続すると、
塗料追加時のフィルター濾しも一度に出来る優れものです。ま
た、本スタンドの台プレートには横・底にネジ穴を二か所づつ
開けておりますので、テーブルや壁、木片等にネジ等で簡単に
固定が出来ます。

このSHiM-MASK（シムマスク）は塗料面のゴミ・ブツ・ダレ
を簡単に素早く削除するステンレス（SUS304）製の超薄（50
μm[0.05mm]）テンプレートです。
テンプレート内の形状から作業範囲が選定でき、カッターやサ
ンダーを直接使用しても作業範囲以外の塗装面を傷つけることが
ありません。

スプレーガン・カップ類

標準仕様
品番 品名 寸法（縦×横×厚） 材質 重量 単位

68142961 SHiM-MASK 120×120×
50μm（0.05mm） ステンレス（SUS304） 6g(1枚) 3枚入 

1パック

ブツ取りテンプレート

デビルビス SHiM-MASK

標準仕様

標準仕様

品番 品名 寸法 重量／容量

68142181 エアーフィルター 直径63×全高　68㎜ 50g

68142182 ガンリューブ 直径35×全高132㎜ 60cc

スプレーガンアクセサリー

スプレーガンアクセサリー

ガン手元エアーフィルター /ガンリューブ

フィルタースタンド付CC用ガンスタンド

エアーフィルター

品 番 品 名 寸 法 枠内寸法 重量

68142848 フィルタースタンド付
CC用ガンスタント

幅99mm×奥行218mm
×高さ380mm

(フィルタースタンド
無の時、高さ209mm)

内径80mm
(フィルタースタンド
枠、カップ枠共)

630g
(フィルタースタンド

無の時、490g)

ガンリューブ 
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● 従来からあるフリータイプのフレキシブルジョイントの折れ
曲がり角度は２０度がせいぜいでしたが、この「くねくねジョ
イント」は折れ曲がり角２５度のフレキシブルジョイントと
一体構造にすることで４５度の広角となり、スプレーガンを
持つ手首の制動角度と同じで、ホースの取り回しが大変楽に
なりました。 

エアープラグ BJP-2PM/2PFFは、エアージョイントとエアー
バルブを一緒にした優れもので、今までのようにエアー流量調
整器を別に取付ける事が無く、ジョイント付エアーホースを繋
げば、簡単にエアー流量調整も出来るのです。また、エアープ
ラグ BJP-2PM/2PFFは、日東工器㈱ハイカプラ仕様ですので、
ご購入後直ぐに使用ができます。（お客様のホースジョインが
ハイカプラ仕様の場合に限ります。） 

このプラグキャップホルダー 20/02型は、ご使用中のスプレー
ガンをスプレーガン洗浄機等で洗浄する場合、最も大事なエ
アー経路に汚れた洗浄シンナー等が入らないようにするホル
ダーです。また、吊り下げ用リングが付いていますので、スプ
レーガンを洗浄した後の乾燥等に使用でき、エアサンダー・エ
アポリッシャー等には整理整頓として役立ちます。
●対応機種　20型…日東工器ハイカプラタイプのプラグ
　　　　　　02型…日東工器スーパーカプラタイプのプラグ/
　　　　　　　　　 アネスト岩田クイックジョイントのプラグ

標準仕様
品番 品名 寸法 接続部 重量

68142921 くねくねジョイント 全長50×外径21mm G 1/4×Rp 1/4 35g

ホースジョイント

くねくねジョイント

くねくねジョイント

標準仕様

標準仕様

品番 品名 最高使用圧力 耐圧力 相手側取付サイズ 寸法 重量
68142741 BJP-2PM 1.5MPa

(15kgf/c㎡)
2.0MPa

(20kgf/c㎡)
Rp 1/4ネジ 全長50×高さ24.5mm 49g

68142742 BJP-2PFF G 1/4ネジ 全長45×高さ24.5mm 52g

品番 品名 寸法 接続部 重量 単位
68142751 プラグｷャｯプﾎﾙダｰ 20型 長さ30×直径19mm ハイカプラタイプ

22g 1箱5コ入
68142752 プラグｷャｯプﾎﾙダｰ 02型 長さ48×直径18mm スーパーカプラタイプ

バルブ付ジョントプラグ

エアージョイントキャップ

エアープラグ BJP-2PM/2PFF

プラグキャップホルダー 20/02型

スプレーガン・カップ類

20型

BJP-2PM

02型

BJP-2PFF
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ついに恵宏製作所から
センターカップスプレーガン新発売。
その名も「Forte(フォルテ)」。
溶剤タイプの塗料から外資系の水性塗料まで幅広く対応。
力強いこの塗り心地、まさに「異次元」です！

ATOM S.Cに1.6mmが登場！
霧の均一さを更に追求。
高塗出量、ワイドパターン化
高塗出量だからコート回数を減らすことが出来、
トラブル軽減にも貢献します。

本気の水性塗料用サイドカップガン
Feel WB (ウォーターベース) が登場！
新開発の B.O.S 空気キャップが隣接パネルへの
オーバーミストによるトラブルの軽減に寄与します。

※上記以外の恵宏製作所製品についてはQRコードでホームページにてご確認ください。

スプレーガン・カップ類

恵宏製作所HP
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明治機械製作所・スプレーガン

ハンドスプレーガン：自補修タイプ

※上記以外の明治機械製作所製品についてはQRコードでホームページにてご確認ください。

スプレーガン・カップ類

自補修専用ハンドスプレーガン：FINER FORCE

目指すのは人が中心のデザイン
追い求めたのは「美しさ」「使い易さ」「高性能」
finer-force　３バリエーションで新登場

自補修専用ハンドスプレーガン：FINER COREシリーズ

塗装は進化する。
目指すのは人が中心のデザイン
Ergono Dynamics Designをテーマに追い求めたのは「美しさ」と「使い易さ」

自補修専用ハンドスプレーガン：FINERⅡ PLUSシリーズ
トータルコスト低減と基本性能を追究した「環境対応形スプレーガン」
空気キャップ・塗料ノズルの新規設計により更なる微粒化を実現しました。
メタリック・パールベースに最適で、ムラ・シマの発生低減に寄与。
ソリッドベースにも使用可能です。
塗装面との距離が中距離（１５０～２００ｍｍ程度）のユーザー様に最適なパターンセッティ
ングです。

センターカップ型自動車補修専用ハンドスプレーガン：F410-G

水性塗料に求められる匠の要望を実現したセンターカップ仕様「F410シリーズ」大型ボディー
とセンターカップで吐出量に応じたワイドパターンを保有し小空気量、高微粒化仕様など５種
類のラインアップを日本の匠に贈ります。

自補修専用ハンドスプレーガン：FINER SPOTシリーズ

小面積のスポット補修に最適 / シンプル・コンパクトボディで同クラス最軽量塗料噴出量を最
適化 / 微調整可能なパターン調節弁 / 低圧での微粒化向上ワイドパターン・飛散低減 / 引金加
重の軽減（同クラス最計量ボディ接液部ＳＵＳ３０３、水性塗料対応

明治機械製作所HP
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デビルビス・スプレーガン

※上記以外のランズバーグ製品についてはQRコードでホームページにてご確認ください。

DV1　ベースコート
新次元の塗装革命へ
クイックリリース・リング、革新的エアキャップ、フ
ルイドチップ、サイレントアクション・トリガー自補
修ベースコート専用/HVLP/HVLP

GPG-PR10
GPG-PR10はプラサフ専用プロフェッショナル向けの
自補修スプレーガンです。小～大面積向け自補修専用

LUNA MARK-II-i
新たに“超薄膜ワイドパターン” を追加。幅広いユー
ザーのニーズに応える。自補修専用/LVMP-Hi

PRO Lite
究極のプロシリーズ・GTi-Proの性能を超えて大幅に軽
量化したプロフェッショナル向け自補修専用スプレー
ガン自補修専用/LVMP・HVLP

PRO Lite-S
究極のプロシリーズ・高塗着・高微粒化を誇るスポッ
ト補修用スプレーハンドガン自補修専用/LVMP・
HVLP

LUNA MARK-II-R PLUS
LUNA Mk-IIに「プラサフ専用ガン」、そしてソリッド・
クリア用、メタル・パール用を合わせてリニューアル。
自補修専用/LVMP

スプレーガン・カップ類

デビルビスHP
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デビルビス・スプレーガン

※上記以外のランズバーグ製品についてはQRコードでホームページにてご確認ください。

JCK
クラス最高の耐久性とコストパフォーマンス
一般工業用/標準・LVMP

NEPTUNE
微粒化、塗装効率、軽量、メンテナンス性を兼ね揃え
た〝Middle Range＂最高のセンターカップスプレーガ
ン自補修専用/LVMP

JGX-502
スタンダードモデルのスプレーハンドガン
自補修用・一般工業用/標準

NEPTUNE-P
微粒化、塗装効率、軽量、メンテナンス性を兼ね揃え
た〝Middle Range＂最高の圧送式スプレーガン

DEMI2
DEMIの性能を継承しつつ、形状を一新し、鍛造ボディ、
新霧化方式を採用。自補修専用/LVMP-FC

スプレーガン・カップ類

デビルビスHP
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アネスト岩田・スプレーガン

WIDERシリーズ
圧送式、吸上式、重力式（サイドカップ）

重力式（センターカップ）

小形スプレーガン WIDER1シリーズ
汎用タイプであるため、自動車の塗装から金属、プラスチック、木工家具等、
幅広いワークにご使用いただけます。150㎠以下のワークにお勧めです。

大形スプレーガン WIDER4シリーズ
W-400からフルモデルチェンジを実施。 
金属、プラスチック、木工家具の塗装や、鉄骨の錆止め剤塗布等にお勧めで、水
性塗料やハイソリッド塗料にも向いています。

小形センターカップスプレーガン WIDER3シリーズ
W-300の誕生から20年。 待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに
“WIDER3”に生まれ変わり、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い
やすく、洗礼されたデザイン。

低圧センターカップガン WIDER4Lシリーズ
WIDER4シリーズの低圧タイプ。
汎用スプレーガンに比べ、高塗着効率となっており、
塗料使用量を20～ 30%節約できます（当社比）。

低圧小形スプレーガン WIDER1Lシリーズ
WIDER1シリーズの低圧タイプ。汎用スプレーガンに比べ、
高塗着効率となっており、塗料使用量を20~30%節約できます（当社比）。

大形スプレーガン WIDER2シリーズ
汎用タイプであるため、自動車の塗装から金属、木工家具等、
幅広いワークにご使用いただけます。150㎠以上のワークにお勧めです。

低圧大形スプレーガン WIDER2Lシリーズ
汎用タイプであるため、自動車の塗装から金属、木工家具等、
幅広いワークにご使用いただけます。150㎠以上のワークにお勧めです。

※上記以外のアネスト岩田製品についてはQRコードでホームページにてご確認ください。

スプレーガン・カップ類

アネスト岩田HP
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kiwamiシリーズ
重力式（サイドカップ）

重力式（センターカップ）

NEW 'kiwami シリーズ
常に進化し続ける自動車補修用塗料に対応し、塗料の性能を最大限に引き出す道
具として開発されたシリーズです。フラット＆ワイドなパタンを実現。塗料メー
カー様とのタイアップも実施。高難度塗色にも。

NEW 'kiwami4 シリーズ
W-400 ／ LPH-400が23年ぶりにフルモデル チェンジしたことに伴い、自動車
補修専用 スプレーガン‘kiwamiブランドに新たに ‘kiwami4が加わりました。

'kiwami シリーズ　RT aqua
水性塗料専用のスプレーガン。これまでサイドカップでは難しかった水性塗料を
専用キャップで微粒子を維持したまま、 Φ1.8ｍｍの大口径ノズルで塗料噴出量
を60％向上（KIWAMI-1-14B8対比）。

NEW 'kiwami3 シリーズ
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプ
レーガン“'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。

NEW 'kiwami シリーズ　RT Base
テクニカルペインター監修の、ベースコート特化スプレーガン。近年増加のカラー
クリヤーやガンメタリック、パールベース等にお勧めです。

NEW 'kiwami シリーズ　RT Clear
テクニカルペインター監修の、無希釈ハイソリッドクリヤー対応スプレーガン。
高粘度に対応できるφ1.6mm口径。大吐出量でありながら高微粒化を実現。
フラット＆ワイドパタン。

NEW 'kiwami シリーズ 'kiwami S×P
作業環境で Suction（吸上）とPressure（圧送）を使い分けられる 2in1 モデル。
ノズル口径1.4mmで、幅広い塗料に対応可能。

※上記以外のアネスト岩田製品についてはQRコードでホームページにてご確認ください。

スプレーガン・カップ類

アネスト岩田HP
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標準仕様

コート紙式調色板

標準仕様

ぬりいた工房 No.1/No.2

マグネット式調色板

ピタリカラー ネオ/看板用

品番 品名 サイズ 重量 単位
68243121 No. １グレー 90×200㎜ 600g/1箱 100枚入１箱68243122 No. ２クリーム 

品番 品名 サイズ 耐熱温度 厚さ 重量 単位

68243118 ピタリカラー
04ハンド 113×195mm 70℃ 0.4mm 30g/1枚 4枚入×

５パック

標準仕様

マグネット式調色板

ピタリカラー 04ハンド

標準仕様

調色用機器・機材類

ISAMU調色カード・調色カードパレット2

品番 品名 サイズ 重量 単位 特徴
68243125 ISAMU 調色カード 100×150mm 600g/1箱 200枚入1箱 グレー下塗色･ゼブラ模様付

品番 品名 サイズ 重量

68243127 調色カードパレット2（ガード式） 長324mm×幅100mm×厚35mm (グリップ長150mm)
(挟み込み可能範囲100mm×150mm) 204g

このミキシングスターラー 600cc用/1000cc用は実用新案申請中の塗装職人
(プロ)が考えた塗装職人(プロ)の道具で、軽く少ない回数で確実な攪拌ができる
魔法の攪拌棒です。
オールステンレス製でどんな塗料(油性・水性)でも攪拌ができ、攪拌泡が出来
ない上に、容器を傷付けないワンランク上の塗装職人(プロ)の道具です。

実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。ピタリカラー・ネオ(0.8mm)
より薄い0.4mmﾏｸﾞネｯﾄｼｰﾄを使用しておりますので、よりボディーのアール部
分にもピッタリ付着します。

隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。下塗
り色（プラサフ）を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。表面、裏面とも
PPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも
適しています。裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比
率などを記載して、調色や塗装の管理（保管）にご利用できます。 

実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアー
ル部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に
判定できます。

品番 品名 サイズ 厚さ 耐熱温度 重量 単位
68243111 ネ オ 200×300㎜ 0.8mm 80℃ 180g/1枚 10枚入１箱
68243113 看板用 1,000×1,000㎜ 3.0kg/1枚 １枚

表面には下塗り色（プラサフ色）とゼブラ模様を施していますので隠蔽性が一
目で確認ができ、裏面ﾆは塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合
比率などを記載して、調色過程や塗装方法の管理（保管）にご使用できます。
また、ISAMU調色カードやぬりいた工房をクリップでとめて塗装する「調色カー
ドパレット」もご用意しました。

調色用機器・機材類

標準仕様

標準仕様

品番 品名 長さ（全長） 重量 単位
68243078 カーンスパナー 180㎜ 35g 20本入１箱

品番 品名 材 質 適用カップ サイズ 重さ

68243076 ミキシングスターラー 
600cc用 オール

ステンレス

400cc/600cc 直径24φ×全長205mm
(グリップ7φ×60mm) 25g

68243077 ミキシングスターラー 
1000cc用 800cc/1000cc 直径24φ×全長245mm

(グリップ7φ×60mm) 30g

塗料攪拌棒・カンオープナー

カーンスパナー／ミキシングスターラー

カーンスパナー

ミキシングスターラー

No.1

調色カードパレット2

No.2

ピタリカラー 04ハンド

ピタリカラー ネオ
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ハンドタイプ充電式調色用ランプ

デイライト216

品番 名称 高さ 重量
68243566 デイライト専用スタンド２ 約770㎜（縮長） 2,100㎜（全伸長） 約1.63kg

標準仕様

電 源
（点灯時間）

充電バッテリー
NP-F550（7.2V2Ah 14.4Wh）

（フル充電約50分）
充電回数500回

電 源 A C
ア ダ プ タ ー

入力100V-240V 50/60Hz 1.5A  
MAX 出力DC8V-5A 
MAX/コード長4.8m

乾電池※1
単3乾電池

（アルカリ/マンガン/ニッケル水素）×6
（フル約50分）

乾 電 池 ※1
単3乾電池

（アルカリ/マンガン/ニッケル水素）×6
（フル約50分）

電 源 A C
アダプター※2

入力100V-240V 50/60Hz 1.5A 
MAX 出力DC8V-5A 
MAX/コード長4.8m

充電バッテリー※3
NP-F550（7.2V2Ah 14.4Wh）

（フル充電約50分）
充電回数500回

最 大 出 力 約17W
光 源
/ L E D 寿 命

高輝度白色LED216個
/40,000時間

演 色 性 約Ra90
色 温 度 約5,400K（ケルビン）
照 射 角 約40度
調 光 範 囲 無段階可変10 ～ 100％

照 　 　 度 距離1m-約2700Lx (ルクス)
距離50cm-約10000Lx (ルクス)

発 光 面 円形配列型　約φ100mm
冷 却 方 式 温度センサーによる内蔵ファン駆動
本 体 寸 法 約110×125×240mm (グリップ含)
本 体 重 量 435g（バッテリー /グリップ含） 350g（グリップ含）
本 体 材 質 本体：ポリカーボネイト/グリップ：ABS樹脂

付 属 品 保護カバー（アクリル）2枚
バッテリー充電器（ACアダプター付）

保護カバー（アクリル）2枚
遮光シール／保護クッション

●デイライト216（LEDタイプ）はコードレス充電タイプで、付属
充電池で約50分、別途乾電池を装着すれば約50分連続延長ができ、
約1時間40分の連続点灯が可能。
●100mmの円形発光部は1m離した照度が2700Lx（ルクス）と大変
明るく、直径約730mm範囲を照らせる上、色温度5400K（ケルビン）、
演色性Ra90のLEDを使用、暗い作業場でも広い面積での比色が可能。

〈注意〉※1…単3乾電池は付属しておりません。別途お求め下さい。尚、電池は絶対に異種混合は避けて下さい。本体故障の原因となります。
※2…電源ACアダプターはオプションです。
※3…充電バッテリーはオプションです。

近赤調色板乾燥機

標準仕様 エアー取付口…Rp1/4（メスネジ）
品番 品名 電力 タイマー 寸法 加熱温度 重量

68243431
サンプルパネル
ドライヤー
W1000

1,000W
（8A） 60分

W450×D200×H250㎜
開口部W250×H140㎜
（コード長120㎝）

最高
140℃ 約6㎏

サンプルパネルドライヤーＷ1000
塗料のテスト板を乾燥させる機器です。塗料は乾燥したり、2液形塗
料の硬化剤が反応した時に色が変化することがあります。調色の場
合には特に注意する必要があります。乾燥機による強制乾燥で色相
を判断することで調色作業の効率を高めます。タイマーの使用で乾
燥時間を60分まで設定できます。窓が広く塗板の出し入れが自由で
使いやすい乾燥器です。また、温風発生装置も装備されていますの
で水性塗料にも対応できます。
＜新機能＞可変式温度調整装置付

調色板専用ブース

スプレーキャビン２

標準仕様
品番 品名 電源  電力 エアー取口 寸法 重量

65270321 スプレーキャビン２
（コード５m付）

200V-3相
（ファン用）
100V-単相

（コンセント用）

ファンモーター
400W（7A）

コンセント最大
1,500W（9A）

（入）G 1/4×1
（出）G 1/4×2

W650×D550×
H1,237（㎜）

（吹付開口部455
×548㎜）

48kg

●排気ファンの風量が強く、独自のボックス構造でミスト飛散を防止。
●100V 3口コンセント、エアー取り出し口2口付き。
　（電源やエアーを別に用意する必要はありません。）
●調色用ランプやサンプルパネルドライヤーのセットが簡単。
●収納に便利な整理棚付き。
●SCFGフィルターを標準装備
 ［オプション］
・専用ジャバラダクト（直径200mm×5m)　・サンプルパネルドライヤー
Ｗ１０００　・SCFWフィルター (細目)(465mm×650mm×7mm)
 ●本機データ
［本体間口風速］約0.7m/sec (ダクト無)
［本体排出風量］約12.6㎥/min (ダクト無)

調色用機器・機材類

デイライト216（LEDタイプ）
スタンド装着時

デイライト216
（LEDタイプ）

換気口
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調色用蛍光灯

標準仕様

色ピタ 40W
太陽光の光質やその成分に最も近く設計、開発された蛍光灯です。従
来の蛍光灯の照明では、実際の色と目に見える色が微妙に異なるため、
室外でなければ本当の色を確認することができません。ぎらつきや目
の疲れなどの弊害も取り除いたのが色ピタです。

計量調色用のカップです。透明で目盛りがついていますので無駄な計
りこみがありません。材質は耐溶剤性樹脂（ポリプロピレン）のため、
シンナー等での洗浄が可能で繰り返し使用できます。

［１L・３L・５Lは取手付きです］ 

使い捨て専用の紙カップです。経済的で使用後の処理も簡単です。
計量調色の際に必要量をはかりこむのに大変便利です。

標準仕様
品番 No. 種類 上部口径 下部直径 高さ 重量 単位

68243385 1 220cc 70.3㎜ 45.8㎜ 93.0㎜ 5g/1個 100個

68243386 2 360cc 80.6㎜ 50.5㎜ 117.8㎜ 8g/1個 50個

68243387 3 545cc 89.1㎜ 60.6㎜ 139.0㎜ 13g/1個 25個

調色用紙カップ

ペーパーコップ

標準仕様
品番 No. 種類 上部口径 下部直径 高さ 目盛り 重量 単位

68243351 1 100㏄ 63㎜ 49㎜ 71㎜ 10㏄ 10g/1個 40個

68243352 2 200㏄ 78㎜ 62㎜ 84㎜ 10㏄ 15g/1個 35個

68243353 3 300㏄ 90㎜ 70㎜ 98㎜ 25㏄ 23g/1個 30個 

68243354 4 500㏄ 104㎜ 83㎜ 111㎜ 50㏄ 30g/1個 20個

68243355 5 １Ｌ 117㎜ 100㎜ 148㎜ 100㏄ 99g/1個 1個

68243356 6 ３Ｌ 162㎜ 140㎜ 213㎜ 500㏄ 190g/1個 1個

68243357 7 ５Ｌ 210㎜ 168㎜ 241㎜ 500㏄ 285g/1個 1個

調色用ポリカップ

PPカップ類

調色用容器

チンチングポット

標準仕様
品番 名称 寸法 材質 容量 重量 単位

78243331 チンチングポット 直径64×全高220㎜ ポリプロピレン(P.P) 500cc 38g/1本 6本１箱

原色の分注（小分け）や調色した塗料を保存するためのポット（容器）
です。ポットの容量は500ccで微調色や原色の管理（保管）に最適
です。透明性のため、残りの量や塗色が確認できます。 
※ 強く握ると蓋と本体の間から漏れる場合がありますので、あまり強く握らないよ
うにして下さい。

調色用機器・機材類

品番 品名 形式 点灯方式 電力 全光束100時間後
（ルーメン）

寸法
定格寿命 色温度

（ケルビン）
演色性
（評価数）ラﾝプ長 ラﾝプ径

68243531 色ピタ 40W
グロースタート
併用形ラピット

スタート
40W 2,600lm 1,198mm 32mm 11,000時間 5,100K Ra99

No.2

No.3

No.1

No.7 No.6 No.5

No.1
No.4No.3No.2
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石油缶（角型）、ペール缶（丸型）の小分け（小出し）専用のスタンドです。シ
ンナー、クリヤーの小分けや、品種別（ラッカー、合成樹脂塗料用）などに区
分してご使用いただくと大変便利です。工場内の整理整頓にも役立ちます。

いまやTCパールベースコンクも31色となり、整理整頓に大変！こんなときTC
パールコンク専用収納台があれば調色作業も合理化と時間短縮ができます。作
業改善と美化にも役立ち、床置・卓上どちらでも使用できる優れモノ！！

ボトル容器専用収納棚

標準仕様

TCパールコンク専用収納台

無駄を省いた効率設計・・・まぜまぜマンSKH-40シリーズ!!
● 独自の三次元運動機構(水平垂直)で、容器内の隅々まで完全に混ざります。
●100V電源でOK!! 強力トルク回転機構で、25kg荷重までOK!!
●消費電力が蛍光灯１本相当(40w)で、省エネルギー効果を実現!!
●攪拌材料の不良が減少し、材料品質の安定が図れます。
● 攪拌羽根を使わないので、準備作業や片付け作業が無く、作業トータル時間を大
幅に軽減!!

● 缶の天板を切らないので、材料の飛び散りが無く、残り材料もそのまま保管・再
使用出来ます。

● 安全面では、手詰め防止板(黄色)と二重ロック機構の缶ホルダーで安全安心!!
●缶(容器)の装着位置が低いので、片手でもラクラク着脱が出来る!!
●低価格・低予算で、驚くほどの作業効率アップをお約束します。

調色用機器・機材類

標準仕様

一斗缶用撹拌機 まぜまぜマン

標準仕様

調色用アクセサリー

ポリ差し口
塗料・シンナーを石油缶や４L缶、１L缶から小出しするときに使用する小分け用差し口です。
丸缶などは蓋の周囲に塗料が付着したり、溢れたりするため容器に差し口を取り付けるこ
とで簡単に塗料やシンナーを小分け（小出し）することができます。 

調色用機器・機材類

標準仕様
品番 品名 用途 寸法 重量

68249031 １缶式（角型） 石油缶 W415×D390×H490㎜ 2.1kg68249033 １缶式（丸型） ペール缶
68249041 ２缶２段式（角型） 石油缶 W392×D415×H980㎜ 6.1kg68249043 ２缶２段式（丸型） ペール缶
68249035 キャスター付缶スタンド角型 石油缶 W460×D430×H750㎜ 2.5kg68249038 キャスター付缶スタンド丸型 ペール缶

調色用アクセサリー

1段式・2段式設置型缶スタンド
キャスター付缶スタンド

１段式

２段式
キャスター付

品番 品名 寸法 収納本数 重量

69849801 TCパールコンク
専用収納台 H1250×W600×D535mm

TCパールベースコンク370gボトル
一列9本×5段（45本）

8.0kg
1リットルロング缶
一列6本×1段（6本）

品番 形式 電源 消費
電力 回転制御 耐荷重 外形寸法 重量

68243484 SKH-40S
AC100V 40W

1･2･4･8･16工程/連続運転
1工程は正転15回逆転15回
(50Hz約43秒/60Hz約37秒

で自動停止)

25kg
(缶込)

W335×D487×
H662mm 21kg

68243485 SKH-40SA
(カバー付)

W570×D645×H712mm
(カバーオープン時H1,230mm) 48kg

No.1 No.3

No.5 No.6

No.4

No.2

品番 № 品名 重量 単位 用途 材質
68249011 1 40㎜ シンナー用 13g/1個 10個 シンナー用 本体:PE・蓋:PP
68249013 2 40㎜　直 8g/1個 100個 ４Ｌ・１Ｌ用

本体:PE・
蓋:PE

68249014 3 32㎜　直 3g/1個 100個 硬化剤・その他
68249015 4 40㎜　口長 9g/1個 10個 石油缶用
68249016 5 50㎜　口長 12g/1個 10個 原色・クリヤー
68249017 6 70㎜　口長 19g/1個 10個 角ガロン缶
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標準仕様

非接触温度計

品番 品名 温度測定範囲 測定精度 電源/電池寿命 寸法 重量

69847161 AD-5616 －60～＋1500℃
（放射赤外線センサ）※１

放射赤外線センサ：±2%rdgか±2℃のいずれか大きい方の
値（－33～ 1500℃）なお、－60～－34℃は精度保証外
熱電対温度計精度：±1%rdgか±1℃のいずれか大きい方の
値（熱電対温度センサの器差は含まれておりません。） 単４形乾電池

２個／約18時
間（連続使用
時、アルカリ
電池使用）

47(W)×197(H)
×203(D)mm

約３８５ｇ
（電池含む）

69847162 AD-5614 －60 ～＋500℃
（放射赤外線センサ）※１

放射赤外線センサ：±2%rdgか±2℃のいずれか大きい方の
値（－33～ 500℃）なお、－60～－34℃は精度保証外
熱電対温度計精度：±1%rdgか±1℃のいずれか大きい方の
値（熱電対温度センサの器差は含まれておりません。）

39(W)×175(H)
×72(D)mm

約１８０ｇ
（電池含む）

69847163 AD-5611A －60 ～＋500℃
±２％か±２℃のいずれか大きい方の値
（－33～ 500℃）
なお、－60～－34℃は精度保証外

39(W)×175(H)
×72(D)mm

約179ｇ
（電池含む）

69847166 AD-5619 －38 ～＋365℃ ±2％か±2℃のいずれか大きい方の値

単４形乾電池２個
／ 約14時 間（ 連
続使用時、アルカ
リ電池使用）

40(W)×156(H)
×113(D)mm

約173ｇ
（電池含む）

※1熱電対温度センサーの場合は、センサーの仕様をご確認下さい。(本器の表示範囲は－60℃～ +1400℃ )

［AD-5616の特長］
Ｋタイプ熱電対温度センサー（専用オプション）が使用できる非接触温
度計で、より高範囲(－60 ～＋1,500℃）の温度測定が可能となりました。
液晶表示はバックライト付で、レーザービーム・上限／下限温度アラー
ム機能・オートパワーオフ機能・最高、最低、平均温度、温度差分表示
可能、連続測定機能付のハイグレード製品です。

［AD-5611Aの特長］
ＰＳ／Ｃマーク(ＪＱＡ)認定製品の本格派高精度のレーザービーム付非
接触温度計。距離対測定範囲(Ｄ:Ｓ比）が１１：１で、距離が離れても、
対向物の温度が測れ、測定範囲も－60 ～＋500℃の広範囲。測定中の
最高温度を同時に表示し、液晶表示はバックライト付で暗い所でも見や
すく、オートパワーオフ機能付だから、消し忘れは有りません。

［AD-5614の特長］
Ｋタイプ熱電対温度センサー（専用オプション）が使用できる非接触温
度計で、より高精度の温度測定が可能となりました。液晶表示はバック
ライト付で、レーザービーム・上限／下限温度アラーム機能・オートパ
ワーオフ機能付の優れものです。

標準仕様

標準仕様

品番 品名 測定方法 測定対象物 測定
範囲 測定精度 寸法 重量

68947211
ミニテ
スト
70F

電磁誘導式 鉄素地上の絶縁被
膜や非磁性被膜

0～
3,000μ

m
1点校正：±(1.5
μm＋読取値の

3％ )　
2点校正：±(1.5
μm＋読取値の

2％ )

直径27×
長さ150mm

80g
（電池
含む）68947212

ミニテ
スト
70FN

電磁誘導・
渦電流自動
切換式

鉄素地上又は、非
鉄素地上の絶縁被
膜や非磁性被膜

鉄素地上0 ～
3,000μm

非鉄素地上0 ～
2,500μm

品番 品名 測定方法 測定対象物 測定
範囲 測定精度 本体寸法 重量

68947231 コーティング
テストマスター

電磁誘導式/
過電流方式

磁性金属上の非
磁性塗膜又は、
非磁性金属上の
絶縁性被膜

0～
1250μ

m

0 ～ 850μm(±
3％ +1μm)、

850~1250μm(±
5％ )

幅50×奥行23
×高110mm

115g
(電池
含む)

鉄・非鉄膜厚計

鉄・非鉄膜厚計

ミニテスト70シリーズ

膜厚計 コーティングテストマスター

膜厚計 コーティングテストマスター

鉄素地や非鉄素地上の絶縁被膜（塗料、エナメル、プラスチック、ゴムなど）
や非磁性金属（クローム、亜鉛、銅、錫などのメッキ）の膜厚測定機です。

塗装をスピーディにピンポイントチェック！！
鉄、非鉄の測定素地は自動識別。
鉄(磁性金属)、非鉄(非磁性金属)、二つの素地を1台で測定できるハンディ
タイプの膜厚計、コーティングテストマスター。デザイン・品質・耐久性
にかかわる重要な塗装を効率的にスピーディチェック。
測定値はUSBポートからのパソコン転送で分析・管理が可能。

塗装管理用機器類

ミニテスト70

AD-5616 AD-5611A

AD-5614

AD-5619
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標準仕様

標準仕様

補充品

品番 品名 用途 素材 使用可能な
タイヤ直径 重量 単位

68343578 ＢＳタイヤ
カバー 大型乗用車用タイヤカバー ビニール

レザー製 約660mm 240g １枚

品番 品名 素材 寸法 重量 単位

68343591 ワンタッチ
THカバー タイベック 幅840×高さ650mm 72g(金具含)

/1ｾｯﾄ
2ｾｯﾄ入
り1パｯｸ

品番 品名 素材 寸法 重量 単位

68343595 ＴＨカバー専用
取替カバー タイベック 幅840×高さ650mm 44g

/1枚
3枚入り
1パｯｸ

タイベック製・スパンボンド製

ビニールレザー製

タイヤハウスカバー

標準仕様
品番 品名 用途 使用可能な

タイヤ直径 重量 単位

68343571

エフパック

乗用車用　タイヤカバー 約650㎜ 63g ４枚入１箱
68343574 2t/4t　トラックタイヤカバー 約820㎜ 125g

２枚入１箱68343575 11t/トラック（シングル）タイヤカバー 約1,020㎜ 150g
68343576 11t/トラック（ダブル）タイヤカバー 約1,020㎜ 240g
68343573 オレンジタイヤカバー 乗用車･ワゴン用（スパンボンド製） 約650㎜ 100g １枚

タイヤカバー (エフパック)(スパンボンド オレンジタイヤカバー )

ＢSタイヤカバー

ワンタッチTHカバー

注） エフパック（ポリエチレン100%）、オレンジタイヤカバー（PP製スパンボンド）は、融点が135℃と130℃ですので使用温度には十分ご注意ください。

補修用（タッチアップ）塗装カバーです。両側のフロントフェンダー
や前後のドアー・リヤフェンダーなど合計８カ所（面）を開くこと
ができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。

タイヤを被うための養生カバーです。エフパックは周囲にゴムを縫
い込んでありますので、塗装時に外れることがありません。オレン
ジタイヤカバーは、軽くて丈夫で、多少の撥水性が有り、安値で、
大きいタイヤ（直径650mm）迄OK！。

タイヤを被うための養生カバーです。大型乗用車やワンボックス車
などの大型タイヤに装着できるビニールレザー製「ＢＳタイヤカ
バー」はタイヤ後部に引っ掛けるようにしてありますので、塗装時
にも安定しています。
(生地：裏起毛ビニールレザー製／厚み：０．6ｍｍ) 

この『ワンタッチＴＨカバー』は、タイヤハウスの裏側手前にセッ
トするタイプのタイヤカバーなので、タイヤのサイズに関係なく使
用でき、軽乗用車からワンボックス車まで全ての車種に対応できます。
また、塗装時にタイヤハウス内への塗装ミストの侵入を防ぐ事がで
きる上、周辺修理で水研ぎ作業を行った場合、研ぎ水でタイヤやホ
イールを汚す事がなくなります。

塗装用養生品

タイベック製

エフパック

標準仕様
品番 品名 型式 車種 寸法 重量 備考

68343601

エフパック

Ｌ型 普通乗用車 幅1,800×長4,830×高1,200㎜ 1.0kg
８面開き68343602 Ｂ型 大型乗用車 幅2,100×長5,940×高1,325㎜ 1.4kg

68343606 Ｗ型 ワゴン車 幅1,800×長4,900×高2,000㎜ 1.4kg
68343604 Ｔ型 大型トラック 幅3,440×長2,280×高2,240㎜ 1.6kg ４面開き
68343603 Ｈ型 普通乗用車 幅1,800×長4,830×高1,200㎜ 0.9kg

保護カバー
68343605 O型 大型トラック 幅3,440×長2,280×高2,240㎜ 1.5kg

注）エスパックの素材はポリエチレン100%のタイベック製で製作しており融点が135℃ですので使用温度 
　　 には十分ご注意ください。

注）素材はポリエチレン100%のタイベック製で作製しており融点が135℃ですので使用温度には十分ご注 
　　意ください。

エフパック乗用車用タイヤカバー スパンボンド オレンジタイヤカバー
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一般乗用車（国産車）に使用するハンドルカバーです。素材は特殊ポリエ
チレンフィルムを使用していますので、溶剤や油分に強く、塗料や油汚れ
の手でも安心して作業ができます。ノンスリップ加工を施してありますの
で、カバーを付けたまま工場内の車の移動（運転）が可能です。

テープの幅が縦にそれぞれA、B、Cに分かれ、AとCのノリ面が表裏逆（て
れこ）になっているテープです。

ポリエチレンフィルム製

特殊養生テープ

ステアリングプロテクトカバー

ニューてれこテープ

標準仕様

標準仕様

品番 品名 サイズ 単位 材質 重量 備考

68343703 ステアリング
プロテクトカバー

1ロール530㎜×30m
（1枚530×150㎜）

1ロール
200枚入1箱

特殊ポリエチレン
ノンスリップ加工 1箱1.4㎏ 乳白色

品番 品名 寸法 重量 単位
68343641 ニューてれこテープ 50mm×20m 38g/1個 6個×8箱入1ケース

塗装用養生品

ノンスリップシートカバー（フロントのみ）は、特性の異なるポリエチレンフィルムの
二重構造のため、表面は滑りやすく作業者の出入りが楽に出来、裏面は滑り難くシー
トずれしにくい構造になっています。また、破れにくく丈夫です。
ロール状シートカバーは、ロール状のミシン目入りで、使い易くコンパクトです。また、
厚さは0.025mmで色は透明になります。

標準仕様
品番 品名 寸法 重量 単位

68343701 ノンスリップシートカバー 全幅820×全長1390㎜ 1箱900g 50枚入1箱

68343702 ロール状シートカバー 1ロール全幅800×全長150m
（1枚全幅800×全長1,500㎜) 1箱1.9㎏ 1ロール

100枚入1箱

ポリフィルム製

ノンスリップシートカバー・ロール状シートカバー

標準仕様
品番 品名 素材 寸法 重量 単位

68343674 BSシートカバー（レッド） ビニール
レザー製

全幅730mm
全長1,360mm 290g １枚

ＢＳシートカバー (レッド)
ＢＳシートカバーは大型乗用車やワンボックス車などの大型座席シートに
装着できるビニールレザー製で優れた防水性があるので、シートを汚れか
ら守ります。
(生地：裏起毛ビニールレザー製／厚み：０．6ｍｍ)

ビニールレザー製

直需（直接修理依頼）カーオーナー様への配慮から、依頼時や引渡し時のサー
ビスとして使用し、好感度をアップさせるものです。
ペーパーマット（標準仕様）とペーパーマット（印刷仕様）の２種類が有り、
左写真のようにユーザー様のお名前を印刷することができます。
●ペーパーマット（印刷仕様）お申込みの場合・・
・・別途「刷り込み申込書」記載の上、お申込み下さい。 

標準仕様
品番 商品名 サイズ 重量 単位

68343621 ペーパーマット（標準仕様）
390×540㎜ 15.0kg/1箱

１パック（250枚入）×４袋
68343622 ペーパーマット（印刷仕様） １箱（1,000枚入）

サービスマット(紙製)

ペーパーマット

ノンスリップシートカバー ロール状シートカバー
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耐熱シート

標準仕様
品番 寸法 重量 単位

68343681 １m×１m　厚み0.8mm 0.75kg
１枚68343682 １m×２m　厚み0.8mm 1.50kg

68343683 １m×３m　厚み0.8mm 2.25kg

ボディマンシート（溶接火花養生）
瞬間温度が1,300℃以上にもなる溶接の火花（スパッター）があたっても付着したり、
溶融しないため溶接作業などの養生シートや断熱シートとして幅広く使用されています。

素材…パイロメックスW-0242SP使用
※難燃性試験 JISA1323 A種合格品

屋外の建築塗装（吹き付け）現場では塗料のミストが多く飛散します。

特殊アクリル繊維を焼成させた耐熱カーボン繊維シートで、耐熱温度は800℃です。
引張強度の強いカーボン繊維製ですので、耐久性、耐摩耗性に優れ、軽量、柔軟な
ので、板金溶接作業時の火花から自動車ボディーや内装材を守ります。

高熱乾燥（中波・短波赤外線乾燥機など使用時）時において、プラスチッ
ク部品（テールランプ・ターンランプ・ドアミラー等）を損傷（熱融解）
した事は有りませんか？そんな時、プラスチック部品を「アルミロール」
で養生すると、光熱反射により約３０～４０％の温度低下が見込め、損傷
を防ぐことができます。 

表面コロナ処理フィルムを使用しておりますので、付着塗料の剥がれを防
ぎます。
また、塗料の浸透を防ぎ、ガス浸透性に優れています。

塗装用養生品

標準仕様

標準仕様

品番 品名 種類 材質 寸法 単位

69849728 ワンボックス用 ゴム式 中低圧強化ポリエチレン
特殊フィルム

（厚み0.03㎜／溶解度180℃）

4,800×7,500㎜ 24枚入1箱

69849727 C型（乗用車用）ゴム式 3,600×6,500㎜ 30枚入1箱

品番 型 番 寸 法 厚 み 重 量 単 位
68343685 №2 1,910mm×920mm

1.0mm
0.72Kg

1枚68343686 №4 1,910mm×1,920mm 1.50Kg
68343687 №6 1,910mm×2,920mm 2.28kg

ポリフィルム製

耐熱シート

NTカーマスク

ボディマンシート ブラック（溶接火花養生）

標準仕様

標準仕様

品番 商品名 サイズ 重量 入数 厚み 紙芯内径
68343851 アルミロール 450mm×30m 900g/1本 6本入 25μm(ミｸロﾝ) 30.0mm

品番 商品名 幅 仕上寸法 テープ 長さ 入数 材質
68343921

NT車輌用
PEタンカルマスカー

550mm 120mm
15mm

35m
60本

PEタンカル68343922 1,000mm 150mm 60本
68343923 1,800mm 300mm 18m 40本

ロール状熱反射養生紙

塗装用養生品

アルミロール

NT車輌用PEタンカルマスカー
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■500mmロール紙も楽々装着
今までよりも紙・テープ等のセットが簡単に装着できるようにテープホル
ダーを固定し、使用中動くこともなくなりました。
■大型車輪を採用
移動も楽にできるようになり、下段には大型ネット棚を配しましたので、
補充ロール紙やテープの保管場所にもなり、大変便利になりました。

機能性豊かな横置タイプで1,000mm幅のロール紙の装着もOK。
今まで通りのテープホルダー付きですので、テープ付ロール紙としても使
用でき、他にマスキングフィルム等のマスカー台としても使える便利さです。
セット販売時…本体＋厚口1,000mmロール紙(1本)＋専用テープ(1本)付

オールマスカー・ハイマスカー用に製作された「普通ロール紙」３品目と、
色々な幅サイズを取り揃えた「厚口ロール紙」９品目は、どんな場所・ど
んな場面の養生にも適応します。また環境面においても紙のメリットは大
きいのです。

養生紙にマスキングテープが付いています。（900mmは耐熱テープ付）。
900mmならフロントウィンド、リヤウィンドは１回で養生できます。作業
時間の短縮が可能です。
また、専用台としてはニューオールマスカーを使用します。

塗装用養生品

500mm養生機

ニューオールマスカー

標準仕様

小巻テープ使用時／大巻テープ使用時

1,000mm養生機

標準仕様

品 番 品 名 専用ロール紙 使用テープ 寸法・重量 付属品

68343500 ニューオール
マスカー セット

500/225/75mm
(450/400/300
/200/100mm
使用可能)

専用マスキング
テープ

（15mm×100ｍ）
又は一般

マスキングテープ

幅670×
奥行520×

高さ1010(mm)
／約8.5kg(台ノミ)

厚口500/普通225/厚口75mm
ロール紙各1本

専用マスキングテープ
（15mm×100m)

3本付

68343501 ニューオールマ
スカー (台ノミ)

ロール紙・テープは付
いておりません。

品 番 品 名 使用テープ 専用ロール紙 寸法 重量

68343540 ニューハイマスカーセット
専用マスキング
テープ(15mm×
100m)又は一般
マスキングテープ

1,000mm
(900mm使用可能)

幅1,240×奥行600
×高さ880mm

約9.0kg
(台ﾉミ)

68343541 ニューハイマスカー(台ノミ)

ニューハイマスカー

1,000mm/900mmロール紙
装着時

※ロールパイプ径=22.5mm(紙芯に入れるパイプ径)
※テープホルダーの直径は 大=75mm 小=25mm

※ロールパイプ径=22.5mm(紙芯に入れるパイプ径)
※テープホルダーの直径は 大=75mm 小=25mm

標準仕様
品番 商品名 幅 テープ 長さ 重量 入数 材質 紙芯内径

68343843
進勇ロール紙

300mm
15mm 105m

10.0kg/1箱 10本
35g/㎡ 27.0㎜68343845 550mm 19.0kg/1箱 10本

68343849 900mm 18.0kg/1箱 6本

テープ付ロール状養生紙

進勇ロール紙

ニューオールマスカー装着例 

ロール状養生紙

標準仕様
品番 商品名 幅 長さ 重量 入数 材質 紙芯内径

68343815
普通

ロール紙

225mm
270m

24.0kg/1箱 12本
32g/㎡

25.4mm

68343816 450mm 23.4kg/1箱 6本
68343817 900mm 23.4kg/1箱 3本
68343814

厚口
ロール紙

75mm

250m

27.0kg/1箱 36本

40g/㎡

68343832 100mm 24.0kg/1箱 24本
68343833 150mm 27.0kg/1箱 18本
68343834 200mm 24.0kg/1箱 12本
68343835 300mm 27.0kg/1箱 9本
68343836 400mm 24.0kg/1箱

6本68343837 450mm 27.0kg/1箱
68343838 500mm 30.0kg/1箱
68343839 1,000mm 20.0kg/1箱 2本

補充用オリジナルロール紙
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標準仕様
品番 全体寸法(ペーパー寸法) 数量 重量

68444038 D270×W228×H7mm(270×228mm) 1冊50枚 480g

パテ練台

パテ練台

ペーパーパテパレット50

アルミ定盤

標準仕様
品番 定盤寸法（大きさ・種類） 重量

68444031 W270×D240×H45㎜ 290g

鈑金パテや中間パテなど車輌用をはじめ、ラッカー系やポリエステ
ル系のパテ類に使用できるヘラです。素材が耐溶剤性のため、ヘラ
に付着したパテは乾燥後は簡単に落ちます。

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下
の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付
いたパテを備付けのカッターで削りとることができます。

厳選され塗工紙を使用したこの「ペーパーパテパレット」は、自動
車補修パテ専用に開発されたペーパー練り台で、業界では初めての
270×228ｍｍのワイドサイズ。１冊50枚使用でき経済的です。
剥がして使えるタイプですので、作業時間の短縮や使用パテのパテ
カス・不純物の混入が防げます。

下地補修用品

軽補修において意外と多いホイルハウス部分の板金。特にプレスラ
イン出しが簡単なようでなかなか難しい面倒な作業です。
このナビライナーⅢは、ホイルハウス部分のプレスラインに簡単に
目印をつける便利ツールです。取扱も簡単で、作業時間の短縮に、
経験の浅いボディーマン・スプレーマンにも使用できます。
また、Ⅱより進化して、特殊硬質樹脂の黒いガイドは一点当・二点
当が出来るようになり、より使い易く、より精確になりました。

［セット内容］
１.ナビライナーⅢ本体・・・・・・・・
２.特殊鉛筆（赤・白） ・・・・・・・
３.鉛筆キャップ・・・・・・・・・・・
４.鉛筆削り・・・・・・・・・・・・・
５.ケース・・・・・・・・・・・・・・

１個
各１本
２個
１個
１個

標準仕様
品番 品名 寸法（ヘラ幅） 色調 用途 単位

68444028

デルリンベラ

20㎜

青色 中間パテなど柔らか
めのパテに使用 10枚入１袋

68444029 30㎜
68444021 40㎜
68444022 66㎜
68444026 75㎜
68444023 90㎜
68444024 105㎜
68444025 125㎜
68444048

ジュラコンベラ

20㎜

白色 鈑金パテなど硬めの
パテに使用 10枚入１袋

68444049 30㎜
68444041 40㎜
68444042 66㎜
68444046 75㎜
68444043 90㎜
68444044 105㎜
68444045 125㎜

パテ用ヘラ

デルリンベラ/ジュラコンベラ
ジュラコンベラ

デルリンベラ

プレスラインマーカー

標準仕様
品番 寸法 スライド幅 重量

68443911 175×70×25mm 5～140mm 44g

ナビライナーⅢ
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品番 品名 寸法 材質 重量 単位

68444088 ステップファイル
３点セット

No.80・No.120・No.200
各1個 PVC,樹脂 約146g 1セット

研削用当て板

ステップファイル3点セット
ステップファイルは軽量で、手のひらに納まるサイズのため研磨作
業が楽になり、ペーパーの当たる面が硬いため平面出しが簡単にで
きます。 

CTL26NLEの吸引能力は、このクラス最高を誇り、AUTOスイッチ
でエアー工具・電動工具が自動連動します。
また、セルフクリーン機能付きの集塵用フィルターバッグは、いっ
ぱいになるまで一定の高い吸塵力が保て、排出空気はメインフィル
ターで微細粉塵を取り除きます。別途補充品の高性能HEPAメイン
フィルターを使用しますと99.97%(0.3ミクロン単位)以上の補修効
率を誇り、アスベストなどの危険な粉塵用集塵機として使用でき、
工場内を綺麗な空気に清浄化します。

【付属品】
・D27帯電防止付ホース3.5m  1本
・スタンダードクリーニングセット  1セット
・CTホースアダプター  1個
・スタンダードメインフィルター  1枚
・集塵フィルターバッグ  6枚

パテ用ヘラ

標準仕様

標準仕様
品番 品名 内訳 単位

6844108 ホワイトヘラキット Ｍ・Ｌ・D-120・AZ-1・AZ-2 各１個 １セット
品番 品名 重量 寸法 単位

6844091 ホワイトヘラ　Ｍ 50g 98×65×9㎜

M ･ L=各12個
他=各1個

6844092 ホワイトヘラ　Ｌ 77g 127×80×9㎜
6844093 ホワイトヘラD-120 125g 85×152×9㎜
6844094 ホワイトヘラAZ-1 31g 50×73×9㎜
6844095 ホワイトヘラAZ-2 68g 71×100×9㎜

ホワイトヘラキット
ホワイトヘラＭ/Ｌ
　どんなパテ塗布形状面にもぴったりフィットします。
ホワイトヘラＤ-120
　大きな面積を一度に処理でき、形状は直線面の反対側にゆるいアー
ルが付いています。
ホワイトヘラＡＺ-1/ＡＺ-2
　２種類のヘラ幅が1種類で補える大変経済的な形状。

下地補修用品

№200

№80 №120

標準仕様
品番 形式 定格電圧

(定格周波数)
消費
電力

吸込み
能力

最大
吸引力

ﾌｨﾙﾀｰ
面積

電源
ｹｰﾌﾞﾙ

騒音
ﾚﾍﾞﾙ

集塵
容量

寸法
(mm) 重量

69860301 CTL
26NLE

100V
(50/60Hz)

1200W
(最大)

3900L
/分

24000
Pa

6318
cm2

7.5
m

71
dB(A)

26L
(樹脂
ｺﾝﾃﾅ)

L630
×W365
×H540

13.9kg

乾湿両用集塵機

FESTOOL集塵機 CTL26NLE (ISM仕様)
FESTOOL集塵機 CTL26NLE (ISM仕様)

L D-120

M
AZ-2

AZ-1
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標準仕様

フィルター用スタンド

バイブ式フィルタースタンド

品 番 品 名 寸 法 バイブ仕様 総重量

68544701
バイブ式
フィルター
スタンド

W218mm×D200mm×360mm 2.5m使用電池：単3乾電池×1本
外形寸法 ：外径25×144mm/s

約440g
(電池除く)

組立式フィルタースタンド２型

標準仕様　　
品番 品名 寸法 重量

68544550 組立式フィルター
スタンド2型

W218×D200×360㎜
（リング小…内径約87mm、リング大…内径約117mm） 295g

フィルター用スタンド

目の粗さはナイロン製（中目約120メッシュ相当・細目約130メッシュ相当）
塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されてい
ますので塗料のムダがありません。

ペイントストレーナースモールは、普通のストレーナーより容積比が4割小さ
いため直接スプレーガン上カップに乗せてご使用できますので大変便利です。

水系塗料のフィルター濾過作業において、なかなか濾過しにくい水性塗料の塗
装前原液を、バイブの作用で濾過速度を上げる画期的な製品です。
また、バイブ本体だけを直接フィルターと一緒に持つことで、手持バイブとし
ても使用できる優れものです。

自動車補修塗料の地域環境への配慮から水性塗料の増加が見込まれる中、紙製
塗料フィルターも対水性製品への移行が急がれています。
この耐水性フィルターはナイロン製約120メッシュ相当を使用し、直径約120
×高さ約75㎜のスモールサイズで、水性塗料だけでなく油性塗料にも使用でき
ます。

この組立式スタンドは、上下に作動しますのでペイントストレーナーだけでは
なく、スプレーガンカップや塗料カップの濾過台としても使用できます。また、
小さいリングはミニストレーナー用として使用できます。

塗料用フィルター

ペイントフィルター

標準仕様

標準仕様

品番 品名 メッシュ 寸法 重量 単位

68544570 ペイントストレーナー中目 約120相当 直径約155㎜
×

高さ約115㎜

4.9g/1枚 100枚入
6箱 68544575 ペイントストレーナー細目 約130相当 4.9g/1枚

品番 品名 メッシュ 寸法 重量 単位

68544585 ペイントストレーナース
モールNＳ　ナイロン中目 約100相当 直径120㎜

高さ 85㎜

2.8g/1枚 100枚入
１箱68544588   ペイントストレーナース

モールNS-G　ナイロン極細 約135相当 3.0g/1枚

ペイントストレーナー

水性塗料対応ミニフィルター

ペイントストレーナースモール

標準仕様
品番 品名 メッシュ 寸法 単位

68544592 ハイパーフィルターミニ
(NEW) 約120相当 直径約120㎜×高さ約75㎜ 100枚入1箱

水性塗料対応ミニフィルター

ハイパーフィルターミニ細目（New）
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バフクリーナー

バフダスター BD-01

標準仕様
品 番 品 名 本体材質 最大

使用圧力
空気

使用量
エア

取入口 重量 ノズル口径
/口数 備考

68645021 バフダスター
BD-01

アルミ･真鍮
 スチール

1.0MPa
(10kg/c㎡)以下 416L/min G1/4 257g 2.0mm/4個 引金式

パックコートAの研磨材用ウール植毛タイプのバフです。バフの部分がタオル
バフと同じように交換できますので大変便利です。ネリ状のコンパウンドを使
用しても塗面に深いキズが入りません。
また、ステッカーにより濃色／淡色用として区別して使用できます。
＜予備品…パックウール専用バフ１枚付＞ 

●特 長
・ ウールバフやスポンジバフの素材を痛めずに、簡単にバフのクリーニングが

できます。
・ コビリ付いたコンパウンドカスも簡単に除去します。
・ ４カ所のノズルは、バフを痛めない形状で強烈なエアーを吹き出します。
・ 広角にエアーが吹き出すので洗車後の水の吹き飛ばしや、車内（特にモケッ

ト地のシート等）の清掃にも威力を発揮します。

標準仕様
品番 品名 ステッカー種別 寸法 重量

68645270 パックウール
（バフ付）

濃色用 直径180㎜　厚み25㎜ 140g淡色用

≪オプション≫パックウール専用バフ（10枚単位） 

ウールバフ

パックウール

スポンジバフ

パックスポンジ

品番 品名 ステッカー種別 寸法 重量

68645260 パックスポンジＡ/Ｂ

A　濃色

直径180㎜　厚み50㎜ 60g

A　淡色
B　濃色
B　淡色

68645267 パックスポンジＣ
C　濃色
C　淡色

研磨バフ・パット

タオルバフ

標準仕様

標準仕様

パックスポンジは研磨材用に開発された特殊スポンジを採用したバ
フで、微妙なハダの調整に使用します。
パックスポンジA・Bは超微粒子のコンパウンドや極細のコンパウン
ド、鏡面研磨の粗研ぎ用として使用されます。パックスポンジCは
最終つや出しに使用します。ワックスがけやノンシリコンタイプの
ワックスでも、深みのあるハダを出すときに最適です。専用パット
のダイヤモンドパットを使用することで、一層の効果があります。
また、ステッカーにより濃色／淡色用として区別して使用できます。

タオル生地を使用したバフです。一般のタオル地と異なりバフ専用
に織られていますので、研削力があり破れにくくなっています。

研磨バフ・パット

≪オプション≫
パックウール専用バフ

（10枚単位） 

拡大写真

パックスポンジＡ・Ｂ　
濃色用／淡色用

（パックスポンジＡ・Ｂ　拡大写真） （パックスポンジC　拡大写真）

パックスポンジＣ
濃色用／淡色用

品 番 形 式 サイズ 重 量 単 位
68645131 ヒモ付

7インチ 250g 10枚1袋
68615132 ゴム付
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標準仕様
品番 寸法 重量 単位

68745511 105×180㎜ 10g/1枚 50枚入6箱

耳掛けタイプ簡易マスク

キーメイトマスクD-300

被り式マスク

強力活性炭入り

スッポリマスク

フルシャットマスク

標準仕様
品番 寸法 重量 単位

68745530 400×470㎜ 18g/1枚 10枚入１袋

標準仕様
品番 寸法 重量 単位

68745515 90×170mm 6.5g以下 50枚入6箱

新しいタイプの高級乾式不織布（4CHクロス）を使用したマスクです。表面の
特殊な空気孔が、従来のマスクに感じられた“息苦しい”“暑苦しい”の不快感
や欠点を払拭しました。強力な活性炭の使用で脱臭吸着効果は抜群です。

・ヤラガシ活性炭＋静電気で悪臭もチリもブロック！
・花粉などの細かいチリ（約30μm）を99％以上捕集できます。
・ 上下に広げると立体的になるプリーツ構造を採用。顔にフィットし、周辺部

分からのチリ・　ホコリの侵入を防ぎます。
・ 口に密着しないので、ラクに呼吸できます。もちろんマスクを付けたままの

会話もOK。
・使い捨てタイプなので、いつでも清潔・衛生的です。
・4層構造で優れた捕集効果を発揮。

塗装時における塗料のミストが多く付着する部分は後頭部です。スッポリマス
クは顔と頭部をスッポリ覆いミストから完全に防護したマスクです。素地はフィ
ルターに使用されている乾式の不織布のため、作業中における“息苦しさ”や“暑
苦しさ”などの不快感がありません。顔面の透明シートはポリプロピレンを使
用していますので、ミストの除去に溶剤やシンナー類を使用されても大きな異
常はありません。

被り式マスク

フェイスカバーマスクN型/H型

標準仕様

『フェイスカバーマスクN型』は、頭部をスッポリ覆いミストから完全に防護し
たマスクです。生地全体にはフィルターにも使用されているPP不織布を使用し、
ミストの飛散をカバーした上、「息苦しさ」「暑苦しさ」を改善したことで作業
効率が上がります。
また、前面フィルムにはクリアPETを使用していますので透明性が良く、従来品
より面積が少し大きくなり、視界が思ったより良好です。その上、溶剤やシンナー
類にも強ので、汚れなどの拭き取りにも耐える事が出来るようになりました。
『フェイスカバーマスクH型』は、N型の特徴を備えつつ、ヘルメットを装着し
たままスッポリ覆るタイプで、建築塗装現場や粉塵等が多い工場内作業にも対
応する事ができる、ちょっと大きめのサイズです。

品 番 品 名 型式 寸 法 重 量 単 位
68745535

フェイスカバーマスク
N型 400mm×500mm 13g/1枚

10枚入1袋
68745536 H型 525mm×560mm 17g/1枚

安全衛生用品

D-300

スッポリマスク

N型 H型

フルシャットマスク
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バイリーンマスクX-3502(防塵用)/X-3562(活性炭入)は厳しい国家検
定試験のDS-2区分に合格し、いままでの使い捨て式マスクでは不可
能だった「金属・溶接ヒューム」までを、捕集することができ安全性
が増しました。
また、バイリーンマスクX-3501(防塵用)/X-3561(活性炭入)は、国家
検定試験のDS-1区分に合格し、これが今後一般粉塵作業の最低基準
となります。

国家検定簡易マスク

バイリーンマスク X-3500シリーズ

標準仕様
品番 品名 使用限

度時間 粒子捕集効率 吸気抵抗値 質量 梱包単位

68745471
バイリーンマスク　X-3502　

防塵用 DS-2適合
（国家検定合格第TM593号）

12時間 97.0％以上
(平均99.4％)

38Pa以下
(平均27Pa)

15g
以下

20枚/箱・
10箱/梱

68745472
バイリーンマスク　X-3562　

活性炭入 DS-2適合
（国家検定合格第TM594号）

12時間 97.0％以上
(平均99.4％)

40Pa以下
(平均29Pa)

15g
以下

10枚/箱・
10箱/梱

68745473
バイリーンマスク　X-3501　

防塵用 DS-1適合
（国家検定合格第TM595号）

18時間 85.0％以上
(平均93.5％)

28Pa以下
(平均20Pa)

15g
以下

20枚/箱・
10箱/梱

68745474
バイリーンマスク　X-3561　

活性炭入 DS-1適合
（国家検定合格第TM596号）

18時間 85.0％以上
(平均94.1％)

32Pa以下
(平均23Pa)

15g
以下

10枚/箱・
10箱/梱

標準仕様
品番 品名 用途 単位

68745481 ワークマスク＃0963（X631）塗装ミストの粉塵や悪臭防止用（活性炭入り）
20枚入１箱

68745491 ワークマスク＃0930（X301）空研ぎなどによるパテの粉塵防止用

耳掛けタイプ簡易マスク

ワークマスク 0963（X631）・0930（X301）
ワークマスクは、カラス口の耳かけタイプの簡易防塵防臭マスクです。

特化則 対応 JIS適合保護具

特定化学物質障害予防規則 対応 保護具類

デュポン タイベック ソフトウェアⅢ  標準仕様

ニトリルラテックス手袋  標準仕様

粉塵用ゴーグル  標準仕様

ケミテックブーツ  標準仕様

近年、特定化学物質障害予防規則の強化により、作業環境改善を義
務付けられております。
この環境下で、ご使用いただける、JIS適合品をまとめて、ご紹介し
ております。

品 番 サイズ 適用身長 適用胸囲 重 量
68854212 Ｍ 168 ～ 176cm 92 ～ 100cm 170g
68854213 Ｌ 174 ～ 182cm 100 ～ 108cm 190g

品 番 型 番 寸 法（サイズ） 全 長 厚 み
68745561

LA132
Ｍ

300mm 0.33mm(ゴム部分)
68745562 Ｌ

品 番 型 番 レンズ厚 サイズ 重 量
68745635 YG-502N 1.5mm W160mm×H80mm×D71mm 92g

品 番 品 名 寸法（サイズ） 仕 様

68745711 ケミテックブーツ
化学防護長靴

25.0cm
26.0cm
27.0cm
28.0cm

耐化学薬品用長靴
構造…つま先･中底貫通防止スチール入
素材…天然ゴム･鉄銅(つま先)･ステン

レス(踏み抜き防止板)
安全靴（JIS T8101）普通作業用S合格

化学防護長靴（JIST8117）に適合

安全衛生用品

X-3502 X-3562

X-3501 X-3561

＃0963（X631） ＃0930（X301）

デュポン タイベック ソフトウェアⅢ

ケミテックブーツ

ニトリルラテックス手袋

粉塵用ゴーグル
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標準仕様

標準仕様

耐溶剤ビニールゴム製

耐溶剤ニトリルゴム製

制電ニトリルゴム製

ビニスターテビレ

スーパーグリップグローブ ロングタイプ

制電ニトリル極うす手袋

品番 品名 寸法（サイズ） 単位
68745582

ビニスターテビレ
M  厚み 0.25mm

20双入１箱
68745583 L  厚み 0.25mm

品番 品名 寸法（サイズ） 重量 単位
68745551

スーパーグリップグローブ
ロングタイプ

M 22g/1双
50枚入/1箱68745552 L 26g/1双

68745553 XL 30g/1双

テビレ手袋は、溶剤に強いポリプロピレン製の使い捨てタイプです。

ビニスターテビレは、特殊ビニールゴムを使用しています。
長時間のシンナー洗浄作業や重作業に耐えることができます。長時間
装着していても苦にならないフィット感と湾曲型のデザインで、グリッ
プ性を増すためのエンボス仕上げ（スリップ止メ）になっています。 

凹凸加工が新次元のグリップ力を実現、通常のニトリルゴム手袋の1.5
倍以上の強度を実現、ソフトで優れたフィット感、耐油性にも優れ、
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量
を削減できます。（パウダーフリー）

・ 導電性のあるニトリルゴムを使用しているため、静電気対策に適しています。
・ 油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。
・ タッチパネル対応です。
・ 片手使用もできる左右兼用タイプです。
・ パウダーフリータイプです。

【注意】コンセント、バッテリー　動電気には絶対に接触させないでください。
デンキトールワイパーは、広い面積や狭い部分の塵が片手で簡単にとれます。洗
濯が可能で除電効果も損ないませんので何回も使用が可能です。

標準仕様

標準仕様

品番 品名 種類 材質（不織布）/サイズ 単　位 重　量
68745071 エレクリーン手袋ECG-24 短手 制電ポリエステル100％　ウレタン貼り/フリー １双 18g/1双
68745102 デンキトールワイパー ワイパー 炭化ポリエステル／サイズ：150×200㎜ ２枚入50袋 17g/1枚

品番 品名 寸法（サイズ） 重量 単位
68745121

制電ニトリル極うす手袋
L 約20g/1双

50枚入/１箱
68745122 LL 約23g/1双

静電除去布製

エレクリーン手袋ECG-24
デンキトールワイパー

安全衛生用品

ポリプロピレン製

標準仕様

テビレ手袋

品番 品名 寸法（サイズ） 単位
68745571 テビレ手袋 フリー  厚み 0.04mm 100枚（50双）入10箱

テビレ手袋

ビニスター
テビレ

デンキトールワイパー

エレクリーン手袋ECG-24
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キングフレッシュ… エステル系の高機能性溶剤と超微粒子の研磨剤を特殊配
合していますので、優れた洗浄効果を発揮します。

ペイントクリーナー…油汚れ、インク及びペイント汚れの洗浄ができます。
ペイント一発…ウレタンエポキシ等の2液性塗料の汚れを一発洗浄。

『キングフレッシュ Ｌ』はご好評頂いている『キングフレッシュ700』の液
体タイプです。環境を配慮したパッケージで従来容器の再利用を可能としま
した。
<<特 長>>
・ 手についた二液性塗料やエポキシ系接着剤など、洗剤やシンナーでもとり
づらい頑固な汚れが簡単に除去できます。

・ 身体に対して安全性の高い特殊原料の採用により、皮膚に優しく、地球に
穏やかな設計をしましたので、安心してご使用頂けます。

・ 溶剤臭が少なく、洗い上がりがスッキリします。
・天然由来の粒子の細かい研磨剤を使用していますので、洗う時の感触がソ
フトです。

塗料用・手洗用洗剤

手洗用洗剤

標準仕様

標準仕様

品番 品名 容量 単位
68745611 キングフレッシュ 700 ２L 6本入１箱
68745615 ペイントクリーナー ２㎏ ８本入１箱
68745617 ペイント一発PC本体容器式 1.5㎏ 2本入１箱
68745618 ペイント一発PC詰替袋式 1.2㎏ 2袋入１箱

品番 品名 容量 単位

68745612 キングフレッシュ Ｌ専用ポンプ容器付セット
(製品1㎏×2パック+専用ポンプ容器) 1㎏×2 6セット

68745613 キングフレッシュ Ｌ  (1㎏詰替用) 1kg 8パック

キングフレッシュ 700
ペイントクリーナー /ペイント一発

キングフレッシュ Ｌ

排気ダクト消臭システム

Shinyu簡易型消臭スプレーシステム

標準仕様
品番 品名 重量 単位

68749501 簡易型消臭スプレーシステム 6kg １セット
68749511 消臭剤　951W　補充原液　（1L） 1kg/1本 6本
68749512 消臭剤　951W　補充原液　（18L） 18kg/1缶 １缶

環境問題が取り沙汰され塗装工場が抱える周辺住民との「悪臭」トラブル。『Shinyu
簡易型消臭スプレーシステム』は塗料やシンナーなどの悪臭対策に効果的で悪臭を
低減します。

標準仕様
品番 品名 寸法（サイズ） 素材・仕様 重量/付属

68745701
制電安全
スニーカー

51622

22.0cm・22.5cm
23.0cm・23.5cm
24.0cm・24.5cm
25.0cm・25.5cm
26.0cm・26.5cm
27.0cm・28.0cm
29.0cm・30.0cm

（全て3E）

素材
甲被／合成皮革
底／ＥＶＡ+合成ゴム
仕様
JIS規格　S級鋼製先芯入
耐油・耐滑底

780g/1足
別途ひも付

スポーティー制電安全靴

特徴
・JIS T 8103 静電気帯電防止用安全靴に相当。
・年間を通して安定した制電性能。
・一般の安全靴と変わらないすぐれた機能性。
・女性サイズ対応。 

安全衛生用品

ペイントクリーナー

ペイント一発PCキングフレッシュ 700

キングフレッシュ Ｌ(容器／詰替用)

制電安全スニーカー 51622
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標準仕様

標準仕様

品番 品名 色調 寸法（サイズ） 素材・仕様 重量
68745701 ｱｼｯｸｽ

ウｨﾝジｮブ
CP102

ﾎワｲﾄ×ﾚｯド 22.5cm・23.0cm
23.5cm・24.0cm
24.5cm・25.0cm
25.5cm・26.0cm
26.5cm・27.0cm
27.5cm・28.0cm
29.0cm・30.0cm

（全て3E）

素材
アッパー：本体=合成繊維製
補助=人口皮革
アウター：ゴム底
仕様
JSAA規格A種認定
A種ガラス繊維強化樹脂先芯

395ｇ
(26.5cm片足)68745701 ブﾙｰ×ﾎワｲﾄ

68745701 ブラｯｸ×ｼﾙバｰ
68745761 ｱｼｯｸｽ

ウｨﾝジｮブ
CP103

ﾚｯド×ﾎワｲﾄ
386ｇ

(26.5cm片足)68745762 グﾘｰﾝ×ﾎワｲﾄ
68745763 ブラｯｸ×ﾎワｲﾄ

品番 品名 色調 寸法（サイズ） 素材・仕様 重量

68745771

ｱｼｯｸｽ
ウｨﾝジｮブ
CP201

ﾎワｲﾄ×ブラｯｸ 22.5cm・23.0cm
23.5cm・24.0cm
24.5cm・25.0cm
25.5cm・26.0cm
26.5cm・27.0cm
27.5cm・28.0cm
29.0cm・30.0cm

（全て3E）

素材
アッパー：本体=合成繊維製
補助=人口皮革
アウター：ゴム底
仕様
JSAA規格A種認定
A種ガラス繊維強化樹脂先芯

350ｇ
(26.0cm片足)

68745772 ｲエロｰ×ブラｯｸ

68745773 ブﾙｰ×ﾎワｲﾄ

68745774 ブラｯｸ×ブラｯｸ

セーフティーシューズ

特徴
● JSAA 規格A 種認定品。A 種ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底の意匠と
ラバー配合を工夫し、優 れたグリップ性を追求しました。靴底のかかと部には、ア
シックスのスポーツシューズにも採用している衝 撃緩衝材「ＧＥＬ（ゲル）」を搭
載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの 内側へ
の倒れ込みを抑える立体形状のSRB 中敷を採用しているため、足への負担を軽減し
ます。油で劣化し にくい耐油性ラバーを使用しています。

 ＊ CP102 は脱ぎ履きの便利なベルトタイプ、CP103 はフィッティングしやすい
シューレースタイプです。

セーフティーシューズ

セーフティーシューズ TULTEX AZ-51666

標準仕様
品番 品名 色調 寸法 素材・仕様 重量

68745791 TULTEX AZ-
51666 001 ホワイト

22.5cm ･ 23.0cm
23.5cm ･ 24.0cm
24.5cm ･ 25.0cm
25.5cm ･ 26.0cm
26.5cm ･ 27.0cm
28.0cm ･ 29.0cm
（全て3E）

素材
甲被：合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU
(モクグレーのみ甲被：合成皮革+合成
繊維(ポリエステル)+TPU)
底：EVA+熱可塑性ゴム(TPR)
先芯：樹脂先芯

260±10g
(26cm ･
片足)

68745792 TULTEX AZ-
51666 004 モクグレー

68745793 TULTEX AZ-
51666 010 ブラック

68745794 TULTEX AZ-
51666 025 カーキ

68745795 TULTEX AZ-
51666 114 カモフラ

特長
・約280gの超軽量モデル
・踵部分にスーパークッション材を搭載し快適な履き心地を実現
・立ち仕事や歩く仕事にも疲れにくい
・くるぶしまでしっかり保護し、安定感のあるミドルカット
・履き口広めで足入れしやすい
・樹脂先芯

セーフティーシューズ

セーフティーシューズ TULTEX AZ-51667

標準仕様
品番 品名 色調 寸法 素材・仕様 重量

68745796 TULTEX AZ-
51667 003 ライトグレー 24.5cm ･ 25.0cm

25.5cm ･ 26.0cm
26.5cm ･ 27.0cm

28.0cm
（全て3E）

素材
甲被：合成皮革+合成繊維(ニット)
底：EVA+熱可塑性ゴム(TPR)
先芯：樹脂先芯

250±10g
(26cm ･
片足)

68745797 TULTEX AZ-
51667 009 レッド

68745798 TULTEX AZ-
51667 010 ブラック

特長
・約270gの超軽量モデル
・空気循環ソールとニットアッパーにより高通気機能を搭載、不快な足ムレを解消
・踵を踏んでも違和感なく屋内外両方の作業に最適
・ゴム紐仕様
・樹脂先芯

安全衛生用品

アシックス ウィンジョブ
ワーキングシューズ
CP102/CP103

アシックス ウィンジョブ
ワーキングシューズ
CP201

CP102
ホワイト×レッド

CP103
レッド×ホワイト

CP103
ブラック×ホワイト

CP103
グリーン×ホワイト

CP102
ブルー×ホワイト

CP102
ブラック×シルバー

CP201
ホワイト×ブラック

CP201
ブラック×ブラック

CP201
ブルー×ホワイト

CP201
イエロー×ブラック
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ソンタラ®製

ガーソン製

ソンタラ®タッククロス

タッククロス・ソフトタッククロス

標準仕様

標準仕様

品 番 品 名 素 材 寸 法 色  単 位 

69849131 E-4141 ファイナルタッククロス
(微粘着タイプ) スパンレース

不織布

381mm×432mm 青 12枚入15袋 

69849132 E-4586 プライマリータッククロス
(中粘着タイプ) 305mm×457mm 緑 12枚入12箱 

品 番 品 名 素 材 寸 法  単 位 
69849111 タッククロス 綿 457㎜×914㎜ 12枚入12箱 69849112 ソフトタッククロス2000

E-4141 ファイナルタッククロス

E-4586 プライマリータッククロス

ノーマルタイプ

ソフトタイプ

ソンタラ®表面処理システム
自動車補修用途の最も厳しい需要に合わせて設計されたワイプ
ソンタラ®ワイプは、お客様がお求めの高品質な自動車補修を達成で
きる、あらゆる補修工程に適した種類を各種取り揃えております。
ソンタラ®の表面処理システムのワイプは、表面処理システムのワ
イプは、強度があり、リントが出にくく、また、作業を汚染する恐
れのあるバインダーや接着剤が使用されておりません。表面には溶
剤や洗剤を塗布したり、表面を乾拭きしたり、塗装前にほこりや飛
沫を除去するのに最適です。ソンタラ®をお使い頂く事により、工程
の最初から最後に至るまで、質の高い作業を徹底できます。

塗装する前に塗面のゴミやホコリを拭き取るために使用します。ソ
フトタッククロスは特殊な樹脂を含んだ布で、タッククロスより樹
脂の粘着力を少し弱くしたものですが、拭き取り効果は変わりません。

ソンタラ®製品

ソンタラ®ワイプ

標準仕様
品 番 品 名 素 材 寸 法 色  単 位 

69849133 E-4145 磨き仕上用クロス
スパンレース

不織布

305mm×432mm 白 50枚入6袋 

69849134 E-4143 Wash & Dry Wipe
(脱脂用ドライワイプ) 304mm×419mm 青 100枚入8箱 

磨き仕上げ用クロス

Wash & Dry Wipe (脱脂用ドライワイプ)

ソンタラ®表面処理システム
自動車補修用途の最も厳しい需要に合わせて設計されたワイプ
ソンタラ®ワイプは、お客様がお求めの高品質な自動車補修を達成で
きる、あらゆる補修工程に適した種類を各種取り揃えております。
ソンタラ®の表面処理システムのワイプは、表面処理システムのワイ
プは、強度があり、リントが出にくく、また、作業を汚染する恐れ
のあるバインダーや接着剤が使用されておりません。表面には溶剤
や洗剤を塗布したり、表面を乾拭きしたり、塗装前にほこりや飛沫
を除去するのに最適です。ソンタラ®をお使い頂く事により、工程の
最初から最後に至るまで、質の高い作業を徹底できます。

クロス・ウエス類
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標準仕様
品 番 用 途 材 質 色 寸 法 入 数 単 位

69849172 水滴、汚れの
拭き取り

ポリエステル・
ナイロン ホワイト 300mm×300mm 50枚/1箱 1ケース

6箱入

クロスウエス

マイクロファイバーティッシュ

工業用ウエス

標準仕様
品　番  品　名 素　材 幅×長さ 単位 適用スタンド

69849151 リーブルワイパー
YG280 パルプ100％ 250㎜×280m ４巻 フロアースタンド

品　番  品　名 サイズ 用　途

69849152 リーブルワイパー
YG280用フロアースタンド D500㎜×W500㎜×H800㎜ リーブルワイパー

YG-280用

リーブルワイパー YG280
天然素材100％で紙粉の発生が少ないペーパーウエスです。綿布の２倍～３倍
の吸収力があり、最初の５秒程度で８割に達する能力を発揮します。ロールタ
イプになっていますので必要な量だけ使用が可能で、経済性に富んでいます。
使用後は通常の廃棄で有害な煙は発生しません。作業の場所をとらず、コンパ
クトで管理も容易です。 

油汚れ拭き取り、吸水性、速乾性に優れたマイクロファイバークロスを、ティッ
シュ感覚で気軽に使える高機能な万能クロス。
ティッシュ BOXのようなポップアップタイプにより片手で取り出し出来ます。
極細繊維を使用しているので油汚れや埃をしっかり拭き取り、水分も素早く吸
収します。
洗濯して繰り返し使用が出来る為、エコなティッシュクロスになります。
・ 日本国内での製品検査により安心安全の高品質を実現しました。
・ 綿タオルより細かい1/100mm以下の超極細繊維が毛細管現象を起こし、約2

倍の水分量をしっかり吸収します。また、繊維の隙間に水分を取り込み逃が
さないので拭きスジを残しません。

・ 外周を超音波カットにて処理を行う事により、ミシン糸等の突起物にて表面
を傷付けづらく、糸の脱落の心配がありません。

標準仕様
品番 品名 素材 寸法 単位

69849171 マイクロファイバー
ディテーリングクロス

ポリエステル80％・
ナイロン20％ 300×500mm １袋20枚入

超極細繊維クロス

マイクロファイバー・ディテーリングクロス
驚きの超極細繊維の力！
ミクロの汚れを逃さずキャッチ！！
髪の毛の約266分の1という超極細繊維がミクロ単位のホコリ・汚れを簡単に拭
き取る！ 

クロスウエス

標準仕様
品 番 種 別 材 質 色 寸 法 重 量 単 位

69849185 新品生地 ポリエステル・
ナイロン

単色・
柄物混在 約25 ～ 50×25 ～ 50cm 約1kg

/1袋
1ケース
10袋

マイクロファイバー ウエス 1kg
新品生地の約25 ～ 50×25 ～ 50cmでポリエステル及びナイロン製のマイクロ
ファイバークロスのウエスで、単色・柄物混在となりますが1袋 約1kg入った
お得なウエスです。優れた吸収性は拭き取り作業に、超極細繊維は艶出し作業
にと、塗装作業には欠かせない逸品です。
ご注意・・・
この商品は訳あり商品となっております。
形状不揃いや一部ほつれ、小さな汚れのあるマイクロファイバークロスが混在
している可能性が有りますが、マイクロファイバーとしての性能には、何ら変
わりは御座いません。

クロス・ウエス類
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油性塗料専用

スプレーガンクリーナー
UG4000VM/UG4000SA/UG3000SA

■スプレーガンクリーナー　UG3000SA
＜エアーリンス機能＞
画期的なエアブロー機能で洗浄後ガン内部の残留シンナーを放出飛散。
洗浄シンナーにかかわる経費の大幅節約。
ブース内でも邪魔にならないコンパクトサイズ。
故障の少ないメカニカルタイマー付き（通常45秒、最大3分）。
水性塗料にも対応可能なステンレス洗浄槽を採用。

■スプレーガンクリーナー　UG4000SA
＜エアーリンス機能＞＜仕上げリンス機能＞
１台で２台分の機能が集約された業界初・究極のスプレーガン自動洗浄機。画
期的なエアブロー機能で洗浄後ガン内部の残留シンナーでガン内・外部をリン
ス仕上げ。故障の少ないメカニカルタイマー付き（通常45秒、最大3分）。
水性塗料にも対応可能なステンレス洗浄槽を採用。
改良を重ねたポンプは堅牢・強力。故障の少ない安心メカニズム。

■スプレーガンクリーナー　UG4000VM
特徴
・ 高性能ダブルダイヤフラムポンプ搭載により、従来ポンプより耐久性が大幅

にアップしました。しかも吐出量は12L/分と大容量です。
・ 洗浄漕材質がステンレス、ダイヤフラムポンプが特殊テフロン板ですので溶

剤系・水系塗料にも対応可能です。
・ 故障の少ないメカニカルタイマー（特許）を採用し、洗浄タイマーを廻すだけで

洗浄作業が出来ます。タイマーは通常45秒ですが最大3分まで調整可能です。
・ 安全フタが付いていますので洗浄中、万が一フタを開けても自動的にポンプ

作業は停止します。
機能満載
＜エアーリンス機能＞
・ 従来のガンクリーナーにエアブロー機能が備わり、洗浄完了後エアーリンス

ボタンを押すだけで強力な空気がノズルより噴射され、ガン内部に溜まった
汚れたシンナーを放出飛散させます。

＜仕上げリンス機能＞
・ 仕上げリンスボタンを押すだけできれいな洗浄シンナーがノズルより噴射さ

れ、ガン内部の完璧洗浄が可能。ガン外部もほぼ洗浄できます。
＜洗浄液蒸気自動排出機能（シンナー蒸気）＞
・ 安全フタを開けると同時に排気ダクトより、シンナー蒸気が自動的に強制廃

棄されます。安全性を重視した機能です。
＜ブラシ洗浄機能＞
・ スプレーガンの外部もきれいに洗浄したい方にお勧めです。安全フタを開け

た状態でフットバルブを踏むとウォッシュブラシの先端部より、きれいなシ
ンナー（洗浄液）と空気が同時に噴出されます。

標準仕様 プラグキャップホルダー 20/02型付

品番 品名 使用
空気圧

使用
空気量

洗浄溶剤
吐出量 サイズ 重量 特長

69849308 UG3000SA 

0.49 ～ 0.59
Mpa(5 ～ 6
kgf/㎠)

50 ～ 60
L/min(空気圧
5 ～ 6㎏/㎠時)

約10 ～ 12L
/min(空気圧
5㎏/㎠)

W440㎜×
D350㎜×
H1,070㎜

約25㎏ エアーリンス

69849309 UG4000SA
W660㎜×
D350㎜×
H1,070㎜

約31㎏ エアーリンス/
仕上げリンス

69849300 UG4000VM 
W660㎜×
D350㎜×
H1,070㎜

約32kg
エアーリンス/
仕上げリンス/

洗浄臭気自動排出/
ブラシ洗浄機能

水性塗料専用

水性塗料用スプレーガン洗浄機

標準仕様 「凝集分離剤 ぶんり～ノ800」付（UM120Wのみ）

補充品

オプション品

品番 商品名 仕様 単位 

69849341
水性用

スプレーガン
クりーナー
ＵＭ120Ｗ

洗浄タンク容量　35リットル
作　動　圧　力　0.49～059Mpa 5 ～ 6kgf/㎠
洗浄ブラシ水量　2.0 ～ 3.0リットル/min
リンスガン水量　2.0 ～ 3.0リットル/min
寸　　　　　法　Ｗ440×Ｄ350×Ｈ1,070mm

約25kg
（フィルター
ペール缶を

含む）

69849342
水性用

スプレーガン
クりーナー
ＵＭ80Ｗ

洗浄・廃棄タンク容量　各10リットル
作　動　圧　力　0.49～059Mpa 5 ～ 6kgf/㎠
洗浄ブラシ水量　2.0 ～ 3.0リットル/min
寸　　　　　法　W340×D290×H990mm

約12kg
(ポリタンク

含む)

品番 商品名 仕様 単位
69849345 UM120W専用一次側フィルター 一次側濾過フィルター １袋(５枚入)
69849346 ＵＭ120Ｗ専用二次側フィルター 二次側濾過フィルター １袋（５枚入）

品番 商品名 仕様 重量
69849344 UM80W専用濾過キット 1次側/2次側フィルター各1枚＋凝集分離剤含む 10kg

この水性塗料専用ガンクリーナー「ＵＭ120Ｗ」「ＵＭ80Ｗ」は、水性塗料が
付いたスプレーガンや容器・用品を洗浄するだけではなく、汚れた水を全て再
利用する塗料分解濾過機構が標準装備されてますので、資源環境や地域環境に
も配慮し、これからの時代にマッチした最新鋭の水性塗料用ガンクリーナーです。

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

UG3000SA

UG4000SA

UG4000VM

ＵＭ80Ｗ

ＵＭ120Ｗ
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ガン洗浄機・溶剤再生装置類

標準仕様

ユニラム 洗浄剤 アクアクリーン 1L

品 番 品 名 使 用 方 法 容量 単位

68149347 ユニラム 洗浄剤
アクアクリーン 1L

約20倍に薄めて使う濃縮液
(洗浄水20Lに対して1本) 1 L １本

アクア・クリーン効能
・ 非腐食性なので、塗装ガンを傷める事も無く、付着した塗料をより効率よく

取り除く事が出来るので、洗浄能率が上がり、洗浄水の消費を減らす事が出
来ます。

・ 添加した洗浄水は、普通の水より洗浄能力がはるかに優れており、長く使い
続ける事が出来るので、生産性が大幅に改善されます。

※約20Lの水に1Lボトルを加えて、よく攪拌して使用して下さい。

水性塗料専用

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

DRESTER-1000Mガンクリーナー

超音波スプレーガン洗浄機 ASD-1006A

凝集分離剤 ぶんり～ノ800

標準仕様
品番 商品名 仕様 重量

69849331 DRESTER-1000M
ガンクリーナー

洗浄タンク容量 35 リットル
作動圧力  0.4Mpa
洗浄ブラシ水量 1.5 ～ 2.0 リットル/min
リンスガン水量 1. 5～2. 0 リットル/min

24kg（本体）

品番 商品名 仕様 単位
69849335 1000M専用プライマリーフィルター 一次側濾過フィルター 1袋（5枚入） 69849336 1000M専用メインフィルター 二次側濾過フィルター

標準仕様

標準仕様

クリーナー液仕様

水性塗料システムのための高性能ガンクリーナー !! 
この水性塗料専用ガンクリーナー『DRESTER-1000M』は、水性塗料が付いた
スプレーガンや容器・用品を洗浄するだけではなく、汚れた水を再利用する「塗
料分離濾過機構」が標準装備されていますので、資源環境や地域環境にも配慮
した、これからの時代にマッチした、最新鋭の水性用ガンクリーナーです。

■ 超音波の強力キャビテーション効果が、スプレーガンの汚れや塗料を短時間
に洗浄する!!

■デジタルタイマーで簡単操作!! 1分～ 99分で任意の時間設定が可能!!
■専用バスケット付!! 排水コック付で洗浄液の入替えも簡単!!
■ ヒーター機能は１℃単位で任意の温度設定が可能!! 熱の力で洗浄力がアップ!!
■環境安全を追求した専用の植物性洗浄液を用意!!

特長
●塗装時の洗浄廃排水の処理が簡単にできます。
●廃塗料(水性)が短時間に固化します。
●取扱いが簡単です。

「ぶんり～ノ800」単体では炭酸アルミネート系塩薬剤で、炭酸カルシウム、お
よび酸化アルミ(アルミナ)などを主成分とする無機系中性処理剤です。魚類を
はじめとする生態に影響をおよぼす一切の成分は含まれておりません。

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

品番 型番 電源
(コード長) 消費電力 発振

周波数
振動子
寿命

タイマー
設定

温度
設定 本体寸法(洗浄漕) 重量

69849321 ASD
-1006A

AC100V
(50/60Hz)
(2.6m)

ヒーター 600w
超音波300w
合計900w

28kHz
約

43,800 
時間

1～
99分

1 ～
80℃

W350mm×D340mm
×H435mm

(W210mm×D280mm
×H210mm)

20kg

品番 品名 容量 状 態 pH(ペーハー ) 密度 引火点 沸点 色

69849325 専用クリーナー液 5L 水溶性
液体 9～ 10.5(20℃ ) 1.06g/cm3(20℃ ) なし 140℃以上 透明

品番 商 品 名 洗浄排水の処理方法 容量

69849347 凝集分離剤 ぶんり～ノ800 水性塗料溶水20ℓに対しキャップ
2～ 4杯(30 ～ 60g)廃液濃度2%時 800g

39



標準仕様 メンテナンスキット、200V-4P20Aプラグ付

ユニラム社製

ソルベントリサイクラー
URS600CE-SJ/URS700SSJ

ユニラム社製

ソルベントリサイクラー
URS970CE-SSJ/URS1600CE-SSJ/URS2000CE-SSJ

標準仕様 メンテナンスキット、200V-4P20Aプラグ付
品 番 69849363 69849366 69849365
名 称 URS970CE-SSJ URS1600CE-SSJ URS2000CE-SSJ

電 源 単相200V 最大2,200w
 (11A)

単相200V 2,800W
 (14A)

単相200V 3,400W
 (17A)

防爆認証 IEC 国際標準規格
(IEC 60079 シリーズ)

IEC 国際標準規格
(IEC 60079 シリーズ)

IEC 国際標準規格
(IEC 60079 シリーズ)

防爆マーキング Ex db ib IIA T2 Gb Ex db ib IIA T2 Gb Ex db ib IIA T2 Gb

制御方式 マイコン制御
（自己診断機能付）

マイコン制御
（自己診断機能付）

マイコン制御
（自己診断機能付）

安全タイマー 最大9時間 最大12時間 最大12時間
タンク容量 約25L 約50L 約80L
蒸留温度 50 ～ 200℃（1℃単位） 50 ～ 200℃（1℃単位） 50 ～ 200℃（1℃単位）

ヒーター出力 30％～ 100％ (10％単位) 30％～ 100％ (10％単位) 30％～100％ (10％単位)
追炊き機能 10分～ 180分 (1分単位) 10分～ 180分 (1分単位) 10分～180分 (1分単位)
蒸留スピード 5 ～ 10L/毎時 (目安) 7 ～ 14L/毎時 (目安) 10～20L/毎時 (目安)

廃液自動・注入機能 有 有 有
タンク底部・ドレンコック 有 有 有

寸法（ｍm） D430mm×W710mm×
H1150mm

D512mm×W953mm×
H1,080mm

D600mm×W1,060mm×
H1,180mm

重 量 85kg 100kg 130kg
材 質 接液、接ガス部：ステンレススチール 接液、接ガス部：ステンレススチール 接液、接ガス部：ステンレススチール

URS1600CE-SSJ

汚れた溶剤の保管スペース増大や廃棄処理費用の増加を防ぎ、作業
環境を良好にする事ができます。汚れたシンナー等の溶剤を短い時
間に効率良く蒸留再生ができ、再利用が可能となります。コンピュー
ターが装置に内蔵され、自己診断能力、安全性能、設定蒸留温度等
の使用条件の変化に対応できます。
また、蒸留タンクには強力な洗浄剤にも対応できるSUS304ステン
レスを使用しております。

【高い安全性】
・一体型完全防爆構造なので安心してご使用できます。
・ また、万が一蒸留タンク内の圧力が高くなっても自動圧力制御弁
機能が働き自動的に圧力を逃します。

・火傷防止の為、安全蓋が装備されています。
【高機能】
・ 蒸留温度設定はURS970CE-SSJ、URS1600CE-SSJ、URS2000 

CE-SSJの場合50℃～ 200℃まで1℃単位で選択出来ますので廃液
の種類により自由に設定して下さい。

・ 蒸留タンク加熱はURS1600CE-SSJとURS2000CE-SSJの場合は
直熱式の為蒸留スピードが非常に早く、電気代も安く高効率です。

・安全タイマーはURS970CE-SSJの場合最大９時間、
　 URS1600CE-SSJとURS2000CE-SSJの場合は12時間以上の運
転になりますと自動停止するか、電源がOFFの状態になります。

・ 廃液自動注入装置（URS1600CE-SSJとURS2000CE-SSJの場合
は最大5分）により廃液が自動的に蒸留タンク内に溜まりますので
タンクへの人的廃液投入作業が必要ありません。

　 蒸留タンクはSUS304ステンレス製ですので、強力な洗浄剤にも
使用できます。また、この仕様は蒸留ガスの接ガス部が全て
SUS304ステンレス製ですので、薬品関係にも使用できます。

品 番 69849361 69849367
型 式 URS600CE-SJ URS700SSJ
電 源 単相200V/7.5A（50/60Hz）

消費電力 最大1500W

電気料金 蒸留約20円/1時間
冷却約2円/1時間

防爆認証 IEC 国際標準規格(IEC 60079 シリーズ)
防爆マーキング Ex db ib IIA T2 Gb

制御方式 マイコン制御
（自己診断機能付き）

安全タイマー 最大7.5 時間
タンク容量 20L

蒸留配管(材質) 銅 管 ステンレス管(SUS304)
蒸留スピード 約4～ 8L/毎時

蒸留温度 90℃・115℃・140℃・165℃・190℃・200℃ ( 6段階調整)
平均稼動時間 18Lの場合約4～ 6時間（蒸留行程2～ 3時間、冷却行程2～ 3時間）
寸法（cm） D430mm×W430mm×H1080mm

重 量 約50kg 約50kg
材 質 蒸留タンク/ステンレス：コンデンサー /銅 蒸留タンク/ステンレス：ステンレス

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

URS970CE-SSJ

URS2000CE-SSJ

メンテナンスキット

メンテナンスキット
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標準仕様

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

ソルベント・リサイクラー用メンテナンスキット2
ソルベント・リサイクラー各種の主な故障原因となっています「タンク内のガ
ス取入口の詰まり」や「コンデンサーの腐食」「放熱フィンの詰まり」を毎日の
簡単なメンテナンスで防ぐ事のできる便利なキットです。
また、ガス蒸留配管内洗浄シンナー吸上ホースが標準装備されていますので、１ヶ
月に１回ガス蒸留配管内を洗浄する事で、いつでも新品状態で保守管理できます。

屋内用  標準仕様

屋外用  標準仕様

殺虫機

キルショッカー（屋内用）（屋外用）

品番 型名 電源 二次電圧
電流

消費
電力 誘虫ランプ 有効面積 寸法（㎜） 重量

69849851 GK-2030Y

AC100V
50/60Hz

3500V
18/15mA

約30W 10W直管×2灯FL10BL 30 ～ 50㎡ W418×D240×H260 約8.9㎏
69849852 GK-4030Y 約40W 15W直管×2灯FL15BL 60 ～ 100㎡ W524×D240×H260 約9.7㎏
69849854 GK-5030Y 約70W 30W直管×2灯FL30BL 100 ～ 200㎡ W718×D240×H260 約11.5㎏
69849853 GK-4030DX 約40W 15W直管×2灯FL15BL 60 ～ 100㎡ W524×D240×H260 約9.7㎏
69849855 GK-5030DX 約70W 30W直管×2灯FL30BL 100 ～ 200㎡ W718×D240×H260 約11.5㎏

品番 型名 電源 二次電圧
電流

消費
電力 誘虫ランプ 有効面積 寸法（㎜） 重量

69849825 GK-6200Z AC100V
50/60Hz

7000V
19/16mA 約50W  20W直管×2灯FL20BL 150 ～ 300㎡ W800×D320×H360 約15.5㎏

69849822 GK-7010Z 7000V
19/16mA 約70W 30W直管×2灯FL30BL 200 ～ 400㎡ W876×D330×H680 約22㎏

GK-2030Y

GK-7010Z

キルショッカー（屋内用）
■メラミン焼き付け塗装の側板
■取付高さ床上1.8m以上
■ 二重安全装置付き（虫受け皿、保
護カバー）

■チェーン吊り下げ式
■ 有効面積30～50m2（平方メートル）
■10W直管誘虫ランプ×2灯

キルショッカー（屋外用）
■耐久性に優れた高級塗装仕上げ
■取付高さ地上3.5m以上
■有効面積200～ 400m2

　 （平方メートル）
■30Ｗ直管誘虫ランプ×2灯
※200V仕様は受注生産品となります。

捕虫器

標準仕様
品番 型名 電源 誘虫ランプ 有効

面積
電源
コード

寸法
（㎜） 重量 捕虫

方法 付属品

69849833 MC-400 AC100V
50/60Hz

20W直管×1灯
FL20SBL

40 ～
100㎡ 2.0m W684×D

61×H157 約970g 粘着紙ト
レイ方式

捕虫ケース１個
捕虫トレイ４個

69849834 MC-500 AC100V
50/60Hz

15W直管×1灯
FL15BL

30 ～
45㎡ 1.7m W575×D

130×H190 約3kg 粘着紙
方式 捕虫紙2枚

捕虫器ＭＣシリーズ
MC-400
■ 紙製だから、煩わしい掃除が不
要で燃えるゴミとして捨てられ
ます。（粘着トレイ紙方式）

■ 無音・無臭・軽量コンパクトタイプ。
■ 有効面積40～100㎡（平方メー
トル）

■ 20Ｗ直管誘虫ランプ×1灯

MC-8200
■ 虫を誘虫ランプで誘引しモー

ターファンと網袋で捕獲。
■ モーターは静音タイプを採用。
■ 有効面積60～120㎡（平方メー

トル）
■ 30Ｗ円形誘虫ランプ×1灯

ガン洗浄機・溶剤再生装置類

電撃殺虫器/捕虫器

品番 品 名 ノズル
口径

ノズル
長さ

空気
使用量

ホース
長 取付口 総重量

69849360 リサイクラー用メンテナンスキット2 φ4.3mm 50mm 205L/min 1ｍ Ｇ(PT)1/4 214ｇ

MC-400

MC-500
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静電除去エアホース

標準仕様　　　　　　

品番 品名 内径×外径
（㎜）

使用圧力 
（Mpa）

（at20℃）

最小曲半径
(mm)

(at20℃ )
使用温度範囲 重量

(g/m)
定尺
(m) 色調

69848161 SAE-6.5-10

6.5×10 1.5 40 -20℃～
60℃ 54

10

イエロー
69848162 SAE-6.5-20 20
69848163 SAE-6.5-30 30
69848164 SAE-6.5-50 50
69848165 SAE-6.5-100 100

Airアースホース

標準仕様

ソフトエアーホース

ソフトニューフレックス

品番 品名 内径×外径
（㎜）

使用圧力 
（Mpa）
（at20℃）

使用圧力 
（Mpa）
（at60℃）

許容曲げ
半径(mm)
(at20℃ )

使用温度
範囲

重量
(g/m)

定尺
(m) 色調

69848201

E–SNF-
6.5 6.5×10

0～1.5 0～0.6

40
－20℃
～ 60℃

60

10

ピンク
パープル

69848202 20
69848203 30
69848204 50
69848205 100
69848206

E–SNF-
8.5 8.5×12.5 55 80

20
69848207 30
69848208 100

ウレタン100％のエアーホースです。冬季や低温時も柔軟性があり、
ネジレや巻きグセ、カラミ、折れがありません。ホースの跳ね上が
りがないため作業時に足に絡みつくこともなく、引っかけの事故も
起こりません。

Airアースホースは内層に導電性に優れた導電性ポリエステル樹脂＋導
電繊維のブレードの使用により、金属継手を装着するだけで静電気が
除去でき、面倒なアース線取り出し作業が要りません。また、除電効
果がアース線方式より高いので、ホースに帯電する静電気や作業者に
帯電する静電気をホースを通じて放電しますので、ホコリの付着も数
段に防止できます。また、使用するだけでホース内に流れる空気内の
静電気も取り除かれるので、塗装面への影響もなくなります。

●このSuper TOM スパッターホースは、外層に耐火花の特殊エラス
トマーを配合した層をブレードホースに重層した火花に強い本格派
のホースです。
●ウレタンホースやソフトホースなどと比べると約２倍強の耐ス
パッタ（火花）性能があり、鈑金塗装工場や溶接現場、自動車整備
工場等で力を発揮します。
●日東ハイカプラタイプ／日東スーパーカプラタイプのワンタッチ
ジョインが選べて、プラグ・ソケット付のセットとなります。

耐火花配合ホース

スパッターホースセット

標準仕様

品番 商品名 カプラタイプ
内径×外径（㎜）

使 用 圧 力 
（Mpa）

（at20℃）

最小曲
半径
(mm)

使用温度
範囲

重量
(g/m)

定尺
(m) 色調

69848300 STS-65110 ハイカプラ
タイプ
6.5×10

1.5 30 -5℃～
60℃

57
(ホース
ノミ)

10

ブラック

69848301 STS-65120 20
69848302 STS-65130 30
69848305 STS-65210 スーパーカプラ

タイプ
6.5×10

10
69848306 STS-65220 20
69848307 STS-65230 30

エアーホース類

ホース断面
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スタッドプーラー類

標準仕様

標準仕様

標準仕様

直引サクセスプーラー
直引NSプーラー
直引NSプーラー Mini

品番 品名 全長 スライド幅 重量 付属品

69851011 直引サクセス
プーラー

310mm
（チップ含む） 150mm 1.0kg 本体チップ1

＋ニードルチップ2

品番 品名 全長 スライド幅 重量 付属品

69851021 直引NSプーラー 460mm
（チップ含む） 250mm 2.0kg 本体チップ1

＋ニードルチップ2

品番 品名 全長 スライド幅 重量 付属品

69851031 直引NSプーラー
Mini

310mm
（チップ含む） 150mm 1.0kg 本体チップ1

＋ニードルチップ2

直引サクセスプーラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、
狙った場所にピンポイントで対応ができる上、絞り用チップも付属していますので、
引き出しと絞りが1台で出来る優れものです。また、電極接続位置を、ご使用のスタッ
ド溶接機のグリップ形状に合わせて選択できる小型・軽量で使いやすいプーラーです。

直引NＳプーラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った
場所にピンポイントで対応ができる上、サイズが大きく強い引きに優れています。
また、電極接続位置を、作業箇所や作業方向により前後２箇所で使い分けすることが
出来る、大変便利なプーラーです。

直引NＳプーラー Miniは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、
狙った場所にピンポイントで対応ができる上、連続引き出しに優れています。
また、ワッシャーリング溶殖用チップを装備していますので、直引き作業と同時にワッ
シャー溶殖が簡単に出来るので、大小様々な複合した凹みに大変便利なプーラーです。

ドアなどのプレスラインに波型ワイヤーを溶着し、一度に引き出すことの出来る９本
爪プーラーフックと４本爪のハンドフック、そして連続引き出しのできる直引NＳ
プーラーMiniをセットにしたライン出し補修の決定版。
［セット内容］
１.マイティフック・プーラー用( ９本爪)・・１台　　幅160mm (945g)
２.マイティフック・ハンド用( ４本爪)・・・・１台　　幅105mm (385g)
３.ビーラックワイヤー Ｍ・・・・・・・５０本
４.ビーラックワイヤー溶殖チップ・・・１個
５.直引NＳプーラーMini(チップ付)・・１セット
6.収納スチールケース・・・・・・・・１個

●特 長
・ 高張力鋼板(ハテイン鋼)対応のクランプなので、クランピング力が違います。
・ 小型タイプは、歯の部分が薄く狭い箇所に最適です。(クランプ全ての刃の形状は同一)
・クランプの締め付けは、レンチを使って手で締め込むのが基本です。
・小型クランプ以外にはベアリング・ナットを採用しています。

ＱＷ- ０２は、面倒なワンボックス車等のリアゲートコーナー部の修正を簡単に２箇
所クランピングし引き作業が行えます。
ＱＷ- ０２Ｆは、フラットな引き作業に最適で、巾の広い平面部を一度に引けるので、
引き作業の効率アップが望めます。

スタッドプーラー類

その他関連商品

その他関連商品

標準仕様

標準仕様

標準仕様

直引マイティフック５点セット

ピラニアクランプシリーズ

ピラニアクランプ引き具セット

品番 セットボックス寸法 重量
69851051 380×220×105mm 5.0kg（セット総重量）

直引サクセスプーラー

直引NSプーラー Mini

直引NSプーラー

鈑金工具類

品番 型番 フック穴数 ベアリングナット 重量 用途・特長
69851110 Ｑ－0 1 × 980g 狭い箇所最適、小型スタンダードタイプ
69851111 Ｑ－1 3 × 1.8kg 歯の巾が広く、三方向から使用できる
69851112 Ｑ－2 2 ○ 2.3kg 肉厚鉄板に最適。サイドメンバー･フレーム等
69851114 Ｑ－4 2 ○ 2.0kg 狭い箇所にも強力に食いつく
69851118 Ｑ－8 1 × 700g 歯の巾が狭く薄い。最も小型のクランプ

品番 型番 フック穴数 セット内容 重量 用途・特長

69851101 ＱＷ-０２ 1 QW-01引具・・・1個
Q-0クランプ・・・2個 2.5kg リアゲートコーナー部の２点引きが出来る。

69851102 ＱＷ-０２F 1 QW-01F引具・・1個
Q-0クランプ・・・2個 2.5kg フラットな引き作業に最適。効率アップ!!
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研磨砥石

クリスタルブロック #600 ～ #3000

標準仕様
品番 粒度 色分 寸法 重量 単位 

69849515 ＃600 青 1個の寸法
縦30mm×横20mm×奥行60mm

5個入パック寸法
縦61mm×横104mm×奥行31mm
1箱(5個入パック×10)の寸法

縦105mm×横161mm×奥行124mm

125g/1パｯｸ

通常単位 ： 5個入パｯｸ×10
最少単位 ： 5個入1パｯｸ

69849511 ＃800 無 98g/1パｯｸ
69849512 ＃1000 黒 108g/1パｯｸ
69849513 ＃1500 黄 97g/1パｯｸ
69849514 ＃2000 緑 88g/1パｯｸ
69849516 ＃3000 茶 89g/1パｯｸ

標準仕様
品番 品名 寸法 調整幅 耐荷重 重量 単位

69849240 BRGロッド3 伸縮時1m20cm
/長伸時2m30cm 300mm 40kg

(垂直時) 1.8kg 1台

ドアリフトシリーズ

BRGロッド3

塗装スタンド

標準仕様
品番 品名 寸法 重量

69849201 スプレースタンドSS-01 W950×D680×H1460㎜ 12kg

品番 品名 対応パイプ 寸法（最大） 重　量
69849202 オプションステージOP-L 34mm W290×D360×H200(250)㎜

アーム長260㎜
0.7kg/ 1個
全重量1.4kg69849203 オプションステージOP-S 29mm

※スプレースタンドSS-01にはOP-Sをご指定下さい。

スプレースタンド/オプションステージ

スプレースタンド オプションステージ装着例

塗装仕上げの際に発生する、ピンホールやタレ、ホコリ、ブツなど
の後処理に使用します。ブロック状になっていますので、ホコリ、
ゴミの部分のみを研磨することができます。仕上げにコンパウンド
などを併用することにより、塗膜の調整や仕上りに役立ちます。本
品は湿式研磨材ですので、必ず水研ぎでご使用ください。

■スプレースタンド
引出し式アームで大きなパネル（ドアー、ボンネットなど）も装着
できます。交換作業台としても利用できます。キャスターがついて
いますので、移動も簡単にできます。（自在キャスター４個）

■ＢＲＧロッド 3
エンジルーム付近やリヤゲート付近の鈑金作業をするとき、ボンネッ
トやリヤゲートを支える大変便利なプロップロッドです。1m20cm
～ 2m30cmの高さが自由に調節できますので、ハイルーフバンから
ライトバンまで幅広く使用できます。また、バックドアロックに固
定しますので安心。

塗装スタンド

バンパー太郎 BT-01

標準仕様
品 番 品 名 寸 法 重 量 備 考

69849207 バンパー太郎 BT-01 ー 5.2kg ー

【特徴】
● フェンダーやドア等のパネル塗装作業や板金作業に便利なスタンドです。
● 従来の簡易型スタンド台と違って、パイプ径を太くすることと、パイプ脚
先端に角度を付け、グレージングの上でも抜群の安定性を実現しました。

●高さ調整チェーンも太く切れにくくしました。
●簡単に折り立ため、収納にも便利。
●最高位 1,040mm×幅 1,080mm×奥行(上部640mm下部980mm)

その他関連商品

フロントバンパー装着例
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水洗いや洗剤だけでは取れ難い自動車・単車や機械装置等の塗装面
に付着した鉄粉や塗料ミスト、そしてピッチ、タール、虫の死骸、
鳥の糞等の汚れを簡単に除去できる粘土を含有させたスポンジです。
また、ガラス面に使用すれば油膜除去等にも使用できます。
ブラシ面には超極細繊維を使用し極小のキズや穴等の汚れをかき出
します。

鉄粉・ミスト除去

TRPスポンジ

標準仕様 
品番 品名 寸法 粘土粒度 ブラシ繊維 重量 単位

69849121 TRPスポンジ Ｗ85×Ｄ170mm
×Ｈ50mm 細目 超極細

（0.045mm） 60g 6個

自動車用エアロパーツの装飾もスキマに入り込むワックスや汚れで
台無し。
そんな時、エアロゴムで一発解決!!
エアロパーツ装着時には必ず同時装着すする事で、エアロパーツの
ハガレや離脱が少なくなり長期間の使用にも耐えます。

この『LED蛍光1灯式ライトスタンド LFLS-1010』は、純日本製の
LEDを使用していますので、虫食い点灯(マダラ点灯)など一切なく、
密閉型防塵フロストカバーが付いていますので、ミストやホコリの
入り込みが無く、また不快なまぶしさを制御し、カバー全体を光ら
せます。
明るさはこの１灯で5,200lm(ﾙｰﾒﾝ)有り40w蛍光灯2灯分相当で、消
費電力は40w蛍光灯１本分より省エネの32.5w、寿命は40,000時間
(約18年)使用が可能です。

エアロパーツ部品

蛍光灯式作業灯

Aero Gum エアロゴム

LED蛍光1灯式ライトスタンド LFLS-1010

標準仕様

標準仕様

その他関連商品

品番 カラー色 幅 長 さ 重 量
69850011 グレー

3mm

20ｍ

124ｇ
69850012 ブラック
69850021 グレー

5mm 168ｇ
69850022 ブラック
69850023 ホワイト
69850024 ホワイトパール

品番 型番 電源
(コード長)

消費
電力

器具光束
(ルーメン)

色温度
(ケルビン)

平均演色
評価数 寸 法 重量

69849911 LFLS
-1010

AC100V
(50/60Hz)
(10m)

32.5w 5,200lm 5000K Ra83 W1,240mm×D620mm
×H1,430mm

9.5
kg
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水圧転写ミニキット

ミニカラースキーム　miniキット

標準仕様
品番 セットボックス寸法 重量

69849473 235×355×165mm 1.0kg（セット総重量）

追加オプション品

品番 品名 寸法
（容量） 販売単位

69849477 ●フィルム…カーボン L・バイアスカーボン・ブラックカー
ボンⅡ・ブラックウッド・メープルの5種類 500mm×3m 各種１巻

69849475 ●コンビネーションＡ 300ml. １本

印判転写技術を用い簡単な塗装と特殊転写フィルムを組み合わせることで、パーツに木
目調、カーボン調などのイメージを水転写させる特殊加工を水圧転写と呼んでいます。
水槽に水をため、水面に転写フィルムを浮かべ、その水槽にパーツを沈めたときにおこ
る水の表面張力を利用して転写柄とパーツを貼り合わせます。
仕上がりは、水温、転写フィルムの浮かせ方、パーツの沈め方によって変わるので、世
界に１つしかないパターン柄が作り出されるのです。
●キット内容 
Ａ４－ＰＥＴ水槽………………………………１個 
コンビネーションＡ (300ml.) ………………１本 
デザインフィルム(A4ｻｲズ) ……………………3種類(各２枚)
カラーバリエーション（フィルム見本帳） …１式 
カースタイリング（100×200×50mm） …５個 

水圧転写ミニキット

ミニカラースキーム　テクノアートキット

標準仕様
品番 セットボックス寸法 重量

69849481 235×355×165mm 1.4kg（セット総重量）

追加オプション品
品番 品名 寸法（容量） 販売単位

69849487 SSシートA4 297×210mm １冊(10枚入)
69849488 SSシートA3 297×420mm １冊(5枚入)
69849485 Ｍコート スプレー 300ml １本

●ミニカラースキーム デラックスキット(水圧転写キット)の追加オプションキット テ
クノアートキット が誕生しました。
●この テクノアートキット は、今まで特定の柄しかなかった転写フィルムを、家庭用
パソコンと家庭用プリンター（顔料系のみ）で、簡単にオリジナルフィルムを製作する
事ができるのです。
●写真や文章、最新デザインや自作デザイン等を簡単に転写フィルムにし、お気に入り
パーツ等に転写すれば、自分だけのオリジナルパーツが作れるのです。
●キット内容 
Ａ４－ＰＥＴ水槽……………………………… １個 
Mコートスプレー (300ml.) …………………… １本
コンビネーションＡ (300ml.) ……………… １本 
SSシートA4フィルム（297×210mm） …… ５枚 

水圧転写ミニキット

ミニカラースキーム　デラックスキット

標準仕様
品番 セットボックス寸法 重量

69849471 235mm×355mm×165mm 2.7kg（セット総重量）

追加オプション品

品番 品名 寸法
（容量） 販売単位

69849477 ●フィルム…カーボン L・バイアスカーボン・ブラックカー
ボンⅡ・ブラックウッド・メープルの5種類 500mm×3m 各種１巻

69849475 ●コンビネーションＡ 300ml. １本

印判転写技術を用い簡単な塗装と特殊フィルムを組み合わせることで、パーツに木
目調、カーボン調などのイメージを転写させる特殊加工を水圧転写と呼んでいます。
水槽に水をため、水面に特殊フィルムを浮かべ、その水槽にパーツを沈めたときに
おこる水の表面張力を利用して特殊フィルムとパーツを貼り付けます。
仕上がりは水温、フィルムの浮かばせ方、パーツの沈め方によって変わるので、世
界に１つしかないパターン柄が作り出されるのです。
●キット内容 
Ａ４－ＰＥＴ水槽…………………………１個 
下塗スプレー (300ml.)……………………各１本
　　　　　　　　　　　（ブラック・ブラウン・ライトグレー） 
艶出し保護クリヤー (420ml.)……………１本 
コンビネーションＡ (300ml.) …………１本 
デザインフィルム(500mm×1m) …………３種類
カラーバリエーション（見本帳） ………１式 

マスク (ワークマスク#0963) …………………１枚 
手袋(ビニスターテビレテブクロ-L) …………１双 
取説ＣＤ…………………………………………１枚 
取扱説明書………………………………………１冊 

カースタイリング（105×200×50mm） … ２個 
マスク（ワークマスク#0963） ……………… １枚 
手袋(ビニスターテビレテブクロ-L) ………… １双 
取扱説明書……………………………………… １冊 

カースタイリング…………………………５個 
マスク (ワークマスク#0963) ……………１枚 
手袋(ビニスターテビレテブクロ-L) ……１双 
温度計………………………………………１個 
取説ＣＤ……………………………………１枚 
取扱説明書…………………………………１冊 

その他関連商品
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標準仕様
品番 寸法 吸盤寸法 重量

69849271 1個引（95×80×H82mm）
2個引（127×55×H75mm）

1個引(直径80φ×H 16mm)
2個引(直径55φ×H 14mm)

1個引（126g）
2個引（173g）

ヘッドライトリペアキットシリーズ

ライト・キャッチャー LC-20

標準仕様 中型車約50台分/1本

標準仕様

品番 商品名 内容量 単位
68645201 クイックコート剤「洗車名人」 300ml 20本

クイックコート剤

その他関連商品

洗車名人

ワンタッチスプレーガン

フロント部の補修塗装作業終了後、ヘッドライトの組立時いちばん
厄介なのは微調整、ボディーライン一体型のヘッドライトを手では
めて調整するのは至難の業、ここで活躍するのが「ライト・キャッ
チャー LC-20」です。

洗車後の水の拭き取りに使うだけ!!水の拭き取りが驚く程短時間で完
了。水の拭き取りと同時に、水に溶けない高分子ポリマーが塗布面
に美しい光沢膜を形成し、撥水コーティングを施します。１回の塗
布で１ヶ月以上の持続性があり、洗車の度にご使用頂くことでより
強靭な保護膜が形成され、光沢持続や防垢効果を発揮します。

（ご注意）ハジキ成分が入っておりますので洗車場以外でのご使用は
お止めください。

スプレー缶に取り付けて使用するハンドルになります。
塗料スプレーや、潤滑スプレー、各種クリーナースプレー等を、手
や指を汚さずに噴射できます。また、引金の引き具合で噴射量を調
整できます。
材質:PP(ポリプロピレン)
※一部の形状のノズルには使用できません

【特徴】
・高水圧ロングノズルでハイルーフ車も楽々洗車
・ロングノズルのため足元の水ハネも防止
・圧倒的な洗車時間の短縮が可能に
・電源不要で簡単準備
・ヘッドはMAX300°回転
・ 水形は8種類[STREAM/VERTICAL/FLAT/CENTER/MIST/FULL/
CONE/SHOWER]

・無段階水圧調節レバー搭載

その他関連商品

洗車革命「アクアスナイパー」

標準仕様
品 番 商品名 寸 法 耐水圧 耐熱

温度 重 量 材 質

69850031 アクア
スナイパー

全長 約790mm
(カップリング含む)

0.41-
0.55Mpa

MAX
40℃ 332g

アルミニウム,
ABS,TPR,
POM,
Rubber

その他関連商品

品 番 品 名 材 質 重 量

69848401 ワンタッチスプレーガン PP(ポリプロピレン) 54g
(1袋10個入り)
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車の走行中にできた小さな凹み（デント）を、内張りを外すことなく外側から簡単に引き出すシステ
ムです。簡易補修が注目をあびていますが短時間で早く、経済的に復元ができます。ビデオが入って
いますので補修の技術が習得できます。セット内容は最小限必要な部品のみが収められていますの
で、少ない費用で事業の拡大が図れます。デントールブロックは作業をおこなう時の温度（ボディの
温度）や凹みの大きさで使い分けしてください。

簡単！早い！経済的！車のボディに出来たデント（小さな凹み）を内張をはずさず
外板より引き出す画期的な商品！デントールE ！デントールテクニックは新技術と
してユーザーから求められています。わかりやすい説明書でデント補修の技術が簡
単に習得できて、しかも少ない費用で事業の拡大ができます。

デント補修ツール

標準仕様

標準仕様

デントールブロック

デント補修ツール

デントールＥブロック

【特長・ご使用方法】
■雨天時における補修車への筆記に最適。濡れた車体にも濃くハッ
キリと書けます。
■ ガラス、金属、プラスチック、発砲スチロールなどに幅広くお使
いいただけます。

■ホルダータイプなので手が汚れません。
■ 筆跡、描画跡を消すときは、水で湿らせた布等でふき取るか水で
洗い流してください。

※ 強い水流が長時間かかった場合や、筆記面の材質により消える場
合が有ります。

※ 尚、平滑でないものへの筆記、描画した場合、消し残りができる
ことがあります。

【仕様】
■ 回転繰り出し式
■セット包装：黒・赤・白 各１本＋保管容器＋取扱説明書
■ 追加梱包：10本/袋 ※オーダー数量1袋のご注文で10本入りとな
ります。

■製造元：株式会社パイロットコーポレーション

その他関連商品

MGチョーク セット

セット仕様

追加仕様

その他関連商品

品番 品名 重量 寸法 内訳 単位

69850101 ＭＧチョーク
セット 195g/1セット 170mm×50mm

×20mm
黒・赤・白各1本＋保管容器

＋取扱説明書 1セット

品番 品名 重量 素材 寸法 単位
69850105 ＭＧチョーク 黒色

50g/1本 ホルダー :樹脂
チョーク芯:油性顔料

ホルダー :φ10.9mm×121mm
チョーク芯:φ6mm×80mm

各
10本69850106 ＭＧチョーク 赤色

69850107 ＭＧチョーク 白色

品 番 商品名 寸 法 重 量 使用温度 単位
69877211 補充用デントールブロック 10－A 幅40mm×長40mm×厚 8mm 10g

10℃
ブラウン

1箱
(2ケ入)

69877212 補充用デントールブロック 10－B 幅40mm×長40mm×厚12mm 18g
69877213 補充用デントールブロック 10－C 幅40mm×長40mm×厚16mm 22g
69877214 補充用デントールブロック 10－D 幅35mm×長40mm×厚16mm 25g
69877221 補充用デントールブロック 20－A 幅40mm×長40mm×厚 8mm 10g

20℃
エロー

69877222 補充用デントールブロック 20－B 幅40mm×長40mm×厚12mm 18g
69877223 補充用デントールブロック 20－C 幅40mm×長40mm×厚16mm 22g
69877224 補充用デントールブロック 20－D 幅30mm×長40mm×厚16mm 25g
69877231 補充用デントールブロック 30－A 幅40mm×長40mm×厚 8mm 10g

30℃
ホワイト

69877232 補充用デントールブロック 30－B 幅40mm×長40mm×厚12mm 18g
69877233 補充用デントールブロック 30－C 幅40mm×長40mm×厚16mm 22g
69877234 補充用デントールブロック 30－D 幅30mm×長40mm×厚16mm 25g

品 番 商品名 寸 法 重 量 使用温度 単位
69877216 補充用デントールブロック 10－Ｅ2 高55mm×幅17mm×長32mm (2) 16g

10℃
ブラウン

1箱
(2ケ入)

69877217 補充用デントールブロック 10－Ｅ4 高45mm×幅17mm×長57mm (4) 27g
69877218 補充用デントールブロック 10－Ｅ8 高41mm×幅17mm×長110mm (8) 52g
69877226 補充用デントールブロック 20－Ｅ2 高55mm×幅17mm×長32mm (2) 16g

20℃
エロー69877227 補充用デントールブロック 20－Ｅ4 高45mm×幅17mm×長57mm (4) 27g

69877228 補充用デントールブロック 20－Ｅ8 高41mm×幅17mm×長110mm (8) 52g
69877236 補充用デントールブロック 30－Ｅ2 高55mm×幅17mm×長32mm (2) 16g

30℃
ホワイト69877237 補充用デントールブロック 30－Ｅ4 高45mm×幅17mm×長57mm (4) 27g

69877238 補充用デントールブロック 30－Ｅ8 高41mm×幅17mm×長110mm (8) 52g
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標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト

68851101 Ｓ 140㎝ 104㎝ 69㎝ 88㎝
68851102 Ｍ 145㎝ 108㎝ 71㎝ 92㎝
68851103 Ｌ 150㎝ 112㎝ 73㎝ 96㎝
68851104 ＬＬ 155㎝ 116㎝ 75㎝ 100㎝
68851105 ３Ｌ 160㎝ 120㎝ 77㎝ 104㎝
68851106 ４Ｌ 165㎝ 128㎝ 79㎝ 118㎝
68851107 ５Ｌ 170㎝ 132㎝ 81㎝ 122㎝

品　番 品　名 サイズ 材　　質
68851111 No.111　フード フリー 制電性ポリエステル100％

制電性ポリエステル製

No.110　防塵オーバーオール

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト

68851011 Ｓ 151㎝ 114㎝ 71㎝ 100㎝
68851012 Ｍ 156㎝ 118㎝ 73㎝ 104㎝
68851013 Ｌ 161㎝ 122㎝ 75㎝ 108㎝
68851014 ＬＬ 166㎝ 126㎝ 77㎝ 112㎝
68851015 ３Ｌ 171㎝ 130㎝ 79㎝ 116㎝
68851016 ４Ｌ 176㎝ 134㎝ 81㎝ 120㎝
68851017 ５Ｌ 181㎝ 138㎝ 83㎝ 124㎝

制電性ナイロン製

No.101　防塵オーバーオール

制電性ポリエステル製

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト

68851201 Ｓ 140㎝ 104㎝ 69㎝ 88㎝
68851202 Ｍ 145㎝ 108㎝ 71㎝ 92㎝
68851203 Ｌ 150㎝ 112㎝ 73㎝ 96㎝
68851204 ＬＬ 155㎝ 116㎝ 75㎝ 100㎝
68851205 ３Ｌ 160㎝ 120㎝ 77㎝ 104㎝
68851206 ４Ｌ 165㎝ 128㎝ 79㎝ 118㎝
68851207 ５Ｌ 170㎝ 132㎝ 81㎝ 122cm

No.120　防塵オーバーオール

制電性ナイロン・制電性メッシュ製

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト

68851051 Ｓ 151㎝ 114㎝ 71㎝ 100㎝
68851052 Ｍ 156㎝ 118㎝ 73㎝ 104㎝
68851053 Ｌ 161㎝ 122㎝ 75㎝ 108㎝
68851054 ＬＬ 166㎝ 126㎝ 77㎝ 112㎝
68851055 ３Ｌ 171㎝ 130㎝ 79㎝ 116㎝
68851056 ４Ｌ 176㎝ 134㎝ 81㎝ 120㎝
68851057 ５Ｌ 181㎝ 138㎝ 83㎝ 124㎝

No.105　夏用防塵オーバーオール

制電性ポリエステル100％、脇メッシュ入

制電性ポリエステル100％、脇メッシュ入

制電性ナイロン80％・制電性メッシュ 20％

制電性ナイロン100％

トータルユニフォーム

ラインカラー

ラインカラー

ラインカラー

ラインカラー

ライトグレー

120

ブルーグレー

101

ライトグレー

110

ライトグレー

111

ブルーグレー

105
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混紡タイプ

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト 重量SA1202 SA1203 SA1205

68861221 68861231 68861251 Ｓ 143㎝ 110㎝ 70㎝ 88㎝ 800g
68861222 68861232 68861252 Ｍ 148㎝ 114㎝ 72㎝ 92㎝ 820g
68861223 68861233 68861253 Ｌ 153㎝ 118㎝ 74㎝ 96㎝ 850g
68861224 68861234 68861254 ＬＬ 158㎝ 122㎝ 76㎝ 100㎝ 880g
68861225 68861235 68861255 ３Ｌ 163㎝ 126㎝ 78㎝ 104㎝ 910g

No.SA1202 ～ SA1205 オーバーオール
ポリエステル50％・綿50％
腰部にプリーツ加工を施した特殊伸縮素材の「のびのびプリーツツ
ナギ」。ほどよいゆとりをつくる伸縮性が、あらゆる動きにフィット
します。動きが変われば、気持ちも変わる。窮屈さから、リラック
スへと、自由な着心地を実現。

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエストA602 A604 A605

68856021 68856041 68856051 Ｓ 145㎝ 104㎝ 73㎝ 88㎝
68856022 68856042 68856052 Ｍ 150㎝ 108㎝ 75㎝ 92㎝
68856023 68856043 68856053 Ｌ 155㎝ 112㎝ 77㎝ 96㎝
68856024 68856044 68856054 ＬＬ 160㎝ 116㎝ 79㎝ 100㎝
68856025 68856045 68856055 ３Ｌ 165㎝ 120㎝ 81㎝ 104㎝

混紡タイプ

No.A602～A605　オーバーオール
綿70％・ポリエステル30％

綿100％製

No.1102・No.1105　オーバーオール
綿100％

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエストNo.1102 No.1105

68856511 68856551 Ｓ 145㎝ 112㎝ 74㎝ 96㎝
68856512 68856552 Ｍ 150㎝ 116㎝ 76㎝ 96㎝
68856513 68856553 Ｌ 155㎝ 120㎝ 78㎝ 100㎝
68856514 68856554 ＬＬ 160㎝ 124㎝ 80㎝ 104㎝
68856515 68856555 ３Ｌ 165㎝ 128㎝ 82㎝ 108㎝

混紡タイプ

標準仕様
品番

A101 A102 A103 A104 A107 A108 A109 A112 A115
68855011 68855021 68855031 68855041 68855071 68855081 68855091 68855321 68855351
68855012 68855022 68855032 68855042 68855072 68855082 68855092 68855322 68855352
68855013 68855023 68855033 68855043 68855073 68855083 68855093 68855323 68855353
68855014 68855024 68855034 68855044 68855074 68855084 68855094 68855324 68855354
68855015 68855025 68855035 68855045 68855075 68855085 68855095 68855325 68855355

サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト 重量
Ｓ 143㎝ 106㎝ 72㎝ 88㎝ 740g
Ｍ 148㎝ 110㎝ 74㎝ 92㎝ 780g
Ｌ 153㎝ 114㎝ 76㎝ 96㎝ 880g

ＬＬ 158㎝ 118㎝ 78㎝ 100㎝ 920g
３Ｌ 163㎝ 122㎝ 80㎝ 104㎝ 960g

No.A101～A115 オーバーオール
綿70％・ポリエステル30％
腰部にプリーツ加工を施した特殊伸縮素材の「のびのびプリーツツ
ナギ」。ほどよいゆとりをつくる伸縮性が、あらゆる動きにフィット
します。動きが変われば、気持ちも変わる。窮屈さから、リラック
スへと、自由な着心地を実現。

トータルユニフォーム

グリーン

SA
1205

グレー

SA
1203

ブルー

SA
1202

アースグリーン

Ａ
605

アースグリーン

1105

ベージュ

Ａ
604

ブルー

Ａ
602

ブルー

1102

アースグリーン

Ａ
115

サックス

Ａ
112

オレンジ

Ａ
104

グレー

Ａ
103

ロイヤルブルー

Ａ
102

ホワイト

Ａ
101

ネイビブルー

Ａ
109

オリーブ

Ａ
108

ブラック

Ａ
107
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標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト

68854013 Ｌ 157㎝ 100㎝ 75㎝ 115㎝

68854014 ＬＬ 164㎝ 110㎝ 80㎝ 125㎝

タイベック製保護服

No.401 タイベック製オーバーオール（フード付）
タイベック100％

標準仕様
品番 サイズ 着丈 肩幅 バスト 袖丈

68854053 Ｌ 68㎝ 55㎝ 100㎝ 58㎝

68854054 ＬＬ 71㎝ 55㎝ 110㎝ 60㎝

No.405 タイベック製ジャンパー（フード付）

No.403 タイベック製スラックス
標準仕様

品番 サイズ ズボン丈 ウエスト 股上 ヒップ

68854033 Ｌ 105㎝ 100㎝ 30㎝ 110㎝

標準仕様
品番

サイズ 適用胸囲 適用身長 適用胴囲
コ ン

68852012 Ｍ 84～92㎝ 160～170㎝ 72～90㎝
68852013 Ｌ 90～98㎝ 170～180㎝ 78～88㎝
68852014 ＬＬ 96～104㎝ 175～185㎝ 86～96㎝
68852015 ３Ｌ 102～110㎝ 175～185㎝ 94～104㎝

ポリエステル製

建築塗装用オーバーオール
フード付ポリエステル100％（撥水加工）

コン

トータルユニフォーム

綿帆布製

標準仕様
品番 サイズ 材質

68859031 フリー 綿帆布100％

塗装服ベージュ（上・下）
フリーサイズ（フード付）
綿100％

ホワイト

405

ホワイト

401

ホワイト

403
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トータルユニフォーム

トータルユニフォーム

トータルユニフォーム

No.501 エレブレイクオーバーオール（フード付）

No.505 エレブレイク ジャンパー（フード付)

No.503 エレブレイク スラックス

標準仕様

標準仕様

標準仕様

オプション品仕様

エレブレイク100％
この『エレブレイク帯電防止服』は、導電繊維「クラカーボ」を織込んだ
コロナ放電式静電気帯電防止服で、ゴミ・ホコリの付着が無く、低湿度の
環境下でも効果を発揮する優れものです。
また、３層構造生地は高バリア性と高通気性を兼ね備えた柔軟性のある不
織布生地ですので、塗装作業、清掃作業、クリーンルームにも使用出来ます。
[JIST8118適合]
帯電防止フード付オーバーオール

[JIST8118適合]
帯電防止フード付ジャンパー

[JIST8118適合]
帯電防止スラックス

制電性ポリエステル製

標準仕様
品番

上…セット
下…服のみ

サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト 重 量

68853001
68853011 Ｓ 151cm 114cm 71cm 100cm 約797g(ファン･バッテリー込)

68853002
68853012 Ｍ 156cm 118cm 73cm 104cm 約816g(ファン･バッテリー込)

68853003
68853013 Ｌ 161cm 122cm 75cm 108cm 約833g(ファン･バッテリー込)

68853004
68853014 ＬＬ 166cm 126cm 77cm 112cm 約851g(ファン･バッテリー込)

68853005
68853015 3Ｌ 171cm 130cm 79cm 116cm 約868g(ファン･バッテリー込)

68853006
68853016 4Ｌ 176cm 134cm 81cm 120cm 約887g(ファン･バッテリー込)

68853007
68853017 5Ｌ 181cm 138cm 83cm 124cm 約905g(ファン･バッテリー込)

No.300 空冷防塵オーバーオール
「制電性空冷防塵オーバーオール」とは・・・・
導電性繊維を混入した高密度織物を使用し、半永久的に帯電防止効果を持
ち続け、優れた除電効果が有り塵の吸着が無く下着や人体から出る塵を通
さない上、織物表面の凸凹が少なく毛羽が出ないオーバーオールにファン
２基で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する時の気化熱を利用して身体
を冷やす画期的な機能が有るオーバーオールの事です。

トータルユニフォーム

品 番 サイズ 適用身長 適用胸囲 重 量
68854113 Ｌ 165 ～ 180cm 85 ～ 100cm 160g
68854114 ＬＬ 170 ～ 185cm 90 ～ 105cm 170g
68854115 3Ｌ 175 ～ 190cm 95 ～ 110cm 200g

品 番 サイズ 適用身長 適用胸囲 重 量
68854154 ＬＬ 170 ～ 185cm 90 ～ 105cm 130g

品 番 サイズ 適用身長 股 下 重 量
68854134 ＬＬ 170 ～ 185cm 74 ～ 78cm 100g

品 番 製品名 内 容 重 量
68853025 ファンバッテリーフルセット ファン2個+バッテリー1台+接続コード1本 約495g
68853022 リチュームイオンバッテリー リチュームイオンバッテリー+AC充電アダプター 約295g
68853023 ファンセット ファン2個+接続コード1本 約200g
68853024 防塵フィルター 2枚入×25パック 約50g

ホワイト

505

ホワイト

501

ホワイト

503

ラインカラー

ブルーグレー

300
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綿100％製　脇メッシュ入

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエストCA8702 CA8703

68868721 68868731 Ｓ 143㎝ 110㎝ 70㎝ 92㎝
68868722 68868732 Ｍ 148㎝ 114㎝ 72㎝ 96㎝
68868723 68868733 Ｌ 153㎝ 118㎝ 74㎝ 100㎝
68868724 68868734 ＬＬ 158㎝ 122㎝ 76㎝ 104㎝
68868725 68868735 ３Ｌ 163㎝ 126㎝ 78㎝ 108㎝

No.CA8702・CA8703オーバーオール

標準仕様
品番 サイズ 総丈 バスト 股下 ウエストＡ212 Ａ215

68855121 68855151 Ｓ 143㎝ 108㎝ 70㎝ 92㎝
68855122 68855152 Ｍ 148㎝ 112㎝ 72㎝ 96㎝
68855123 68855153 Ｌ 153㎝ 116㎝ 74㎝ 100㎝
68855124 68855154 ＬＬ 158㎝ 120㎝ 76㎝ 104㎝
68855125 68855155 ３Ｌ 163㎝ 124㎝ 78㎝ 108㎝
68855126 68855156 ４Ｌ 168cm 130cm 80cm 118cm

混紡タイプ

No.A212・A215 夏用オーバーオール（半袖）

脇メッシュ入
綿100％ 

A-212…上部/綿35％、ポリエステル65％
　　　　ズボン部/綿70％、ポリエステル30％
A-215…綿35％、ポリエステル65％

標準仕様

アイスベスト標準仕様

予備アイスパック標準仕様

品番
サイズ 総丈 バスト 股下 ウエスト

Ａ222 Ａ225
68855221 68855251 Ｓ 143㎝ 108㎝ 70㎝ 92㎝
68855222 68855252 Ｍ 148㎝ 112㎝ 72㎝ 96㎝
68855223 68855253 Ｌ 153㎝ 116㎝ 74㎝ 100㎝
68855224 68855254 ＬＬ 158㎝ 120㎝ 76㎝ 104㎝
68855225 68855255 ３Ｌ 163㎝ 124㎝ 78㎝ 108㎝
68855226 68855256 ４Ｌ 168cm 130cm 80cm 118cm

品番 品名 素材 サイズ バスト 着丈 重量

68859223 4ポケットストレッチ
アイスベスト

ポﾘエｽﾃﾙ90%･
ポﾘウﾚﾀﾝ10% フリー 86㎝ 36㎝ 約950g

(アイスパック4個含む)

品番 品名 素材 寸法(㎜) 重量 単位

68859224 アイスベスト用
アイス

水、調整剤、増粘剤、防腐剤、
ｱﾙミ蒸着ﾌｨﾙム、発砲ポﾘエチﾚﾝ

背中用…190×140
脇用…170×110

背中用…250g/1個
脇用…150g/1個

1セット
(4個組)

混紡タイプ

冷却インナーベスト

No.A222・A225 夏用オーバーオール（長袖）

4ポケットストレッチアイスベスト

A-222…上部/綿35％、ポリエステル65％
　　　　ズボン部/綿70％、ポリエステル30％
A-225…綿35％、ポリエステル65％

熱中症対策品！！
専用アイスを背中、脇下ポケットに装着出来るストレッチベスト！！
空冷防塵オーバーオールとセットで使用すれば、より高い冷感性を実現できます。
アイスベスト+アイスパック4個付なので、購入後すぐに使用可能。
※使用時間…約3～ 4時間(40℃の環境下)

トータルユニフォーム

グレー

8703

ブルー

8702

アースグリーン

Ａ
215
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Ａ
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アースグリーン

Ａ
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サックス

Ａ
222

4ポケットストレッチアイスベスト

アイスベスト用アイス

53



22-11-7 EINS

https://www.shinyusan.com/

https://www.shinyusan.com/

総合カタログ Vol.10


