
OTHERS
その他

作業性の向上に役立つ便利な製品
鈑金、塗装、磨き、整備に役立つ製品をピックアップしま
した。市場で一定の評価を得ている製品をご紹介します。

ポンプスプレー
塗装作業には欠かせない、最早定番の COLAD
社製シリコンオフ対応ポンプスプレーです。少
量で広範囲に塗布できるため、材料のムダがな
く確実に脱脂することが可能になります。洗剤
などの塗布にも使用できます。

スプレーサンプル・穴あき
COLAD 社製の経済的なペーパータイプ・スプ
レーサンプルです。紙製ながら、染まりチェッ
クラインや中央部の照合用の穴など、調色作業
時間の短縮に直結する、使いやすくするための
工夫が数多く施されています。

スーパー
クリーン
ストレーナー
水性塗料にも使用可能なペイントストレーナー
です。汎用タイプの赤と、微細な顔料およびク
リヤーにも対応する青のロゴマークが入った、
2 タイプを用意しています。色を分けることで、
管理がしやすいよう配慮しました。

スーパーソフト・タックラグ
COLAD 社製の不織布タッククロスです。軽く
引っ張って伸ばすことで柔らかくなり、有効面
積も増えます。のり残りが少ないライトタイプ
の使い心地で、ガーゼ生地タイプに対し異物の
捕捉効率が高くなっています。小箱 10 枚入り。

マルチマスカー
簡単に再剥離することが可能な保護フィルムで
す。大切なお客様のお車に傷やホコリ、塗料ミ
ストなどが付着するのを防ぐことで、作業に専
念できます。100mm 幅と 200mm 幅の 2 タイ
プを用意しています。

マイクロブラシ
使い捨てタイプのタッチ
アップ用ブラシです。色ご
とにブラシの太さが違い、
3 種類のサイズが用意され
ています。長さはいずれも
10cm。100 本 入 り で 経
済的、取り出しと保管に便
利なディスペンサーケース
付きです。

ガーソン・タッククロス・
BLEND-PREP
米国 GERSON 社製の不織布タイプのタックク
ロスです。毛羽立ちがなく、サラッとした糊の
感覚が特徴です。通常のクロス感覚で使用でき
る、近年人気のアイテムです。

ポンプスプレー・
カラーリング付き
5 色の識別用ボトルキャップがセットになりま
した。ポンプスプレーに入れる溶液や、所有者
ごとの管理が容易になり、さらに活用の幅が広
がります。シリコンオフや洗剤、各種クリーナー
など液剤別に保管できます。

メタルスプレーサンプル
COLAD 社 製 の プ ラ イ
マー処理済み・スティー
ルタイプのスプレーサン
プルです。染まりチェッ
クラインも施されており、
ペーパータイプよりも精
度が高く、より実車に近
いサンプリングが期待で
きます。

大型ペイントストレーナー
オールペイントや大型車の塗装など、一度に大
量の塗料を使用する方に便利な、ジャンボサイ
ズのペイントストレーナーです。あまり流通し
ていない商品なので、必要性を感じた方には喜
んでいただけると思います。

防塵マスク
防塵効果に優れた多重構造の活性炭フィルター
マスクです。性能は EN 規格 FFP2 クラスで、
高性能とされる米 NIOSH の N95、日本・厚生
労働省の DS2 クラスと同等です。各種弁付きと
弁なしを用意しました。

ガーソン・
タッククロス・
ソフトイエロー
米国 GERSON 社製のロングセラー製品です。
同社製品の中ではのりが控え目で、使い心地が
ソフトです。大きめの生地が折りたたまれてお
り、面を変えて繰り返し使用できるため、不織
布タイプと比べて経済的です。

製品コード 内容量
L0101 750ml

製品コード 内容量 面積
N0201 100 枚 7 × 18cm

製品コード 内容量 面積 厚さ
N0202 100 枚 10.5 × 14.8cm 160 μ

製品コード 内容量
N0101（赤） 100 枚
N0102（青） 100 枚

製品コード 面積
N0401 32 × 45cm

製品コード 内容量
L0102 750ml

製品コード 内容量
N0111 100 枚

製品コード
R0101（弁付き）
R0102（弁なし）
R0103（折りたたみ弁付き）

製品コード 内容量 面積
N0402 12 枚 45 × 91cm

製品コード サイズ
N0403 23 × 46cm

スプレーサンプル・穴あき

管理がしやすいよう配慮しました。

メタルスプレーサンプル
COLAD 社 製 の プ ラ イ
マー処理済み・スティー
ルタイプのスプレーサン

んでいただけると思います。

製品コード 内容量 面積
100 枚 7 × 18cm

製品コード
N0202

ポンプスプレー・

内容量
750ml

メタルスプレーサンプル
COLAD 社 製 の プ ラ イ
マー処理済み・スティー
ルタイプのスプレーサン
プルです。染まりチェッ
クラインも施されており、
ペーパータイプよりも精
度が高く、より実車に近
いサンプリングが期待で

製品コード ブラシ太さ
N0301（白） 1mm
N0302（黄） 1.5mm
N0303（青） 2mm

製品コード サイズ
Q0101

（100mm 幅） 50m

Q0102
（200mm 幅） 50m
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COLAD ニトリルグローブ・
EX（エクストラ）
強度、耐油性に優れた COLAD 社製ブラックニ
トリル手袋です。鈑金から塗装まであらゆる作
業に使用できます。アレルギーに優しい素材で、
手肌が荒れやすい技術者の方でも安心してお使
い頂けます。

スーパーエアガン
エアガン内部の空気抵抗を極限まで改善するこ
とにより、従来品の 1.5 〜 2 倍の風力を実現し
ました。軽くて丈夫な耐衝撃プラスチック製で
す。オプションのラバー製チップを先端に取り
付けることができます。

ファルコンニトリルグローブ
スーパーグリップと同様に耐久性を重視したニ
トリルグローブです。こちらも滑りにくさに配
慮したダイヤ状の凹凸入りです。スーパーグリッ
プよりもやや厚みがあり、より過酷な使用環境
にも耐えうる仕様になっています。

メタルシート
B5 サイズにカットされた真鍮製（ゴールド）
とステンレス製（シルバー）のメッシュシート
です。樹脂部品補修の補強や錆穴補修など様々
な用途に使えます。ハサミで必要な大きさに切っ
てご使用下さい。

スーパーグリップ・
ニトリルグローブ
スリップ防止加工が特徴のニトリルグローブで
す。手の平部分にダイヤ状の凹凸が施されてお
り、作業時の滑り止め効果が高められています。
破れにくく丈夫な材質のため、様々な作業に適
しています。

アタッチメントテープ
極薄（0.2㎜）フィルムに特殊アクリル粘着剤
加工を施した、長さ 10m の超強力透明両面テー
プです。耐水性、耐候性に優れ、サイドバイザー
やプロテクトモール、エンブレムなどの外板部
品の固定、再使用に便利です。

ワイヤーチップ 200
ニクロム線を特殊な形状に加工した樹脂部品補
修用チップです。専用器具で加熱して樹脂に埋
め込み固定します。PP など難接着な熱可塑性
樹脂の固定に威力を発揮します。ウレタンなど
の熱硬化性樹脂には使用できません。

COLAD ニトリルグローブ・
グレー
強度と柔軟性に優れた EX がさらにグレード
アップしました。強度がアップしただけではな
く蒸れにくさも改善され、より一層快適に作業
を続けることができる、ハイグレード指向の高
級ニトリルグローブです。

ラバーチップ 14
スーパーエアガンの先端に取り付けることに
よって、金属部がゴム製のチップに覆われるた
め、対象物を傷つけにくくなり、安心してエア
ブロー作業を行うことが可能になります。チッ
プは必要に応じて取り外せます。

ワンダーグローブ
軍手の代替品として昨今では定番の、ゴムによ
る滑り止め加工が施されたグローブです。通常
のゴムグローブとは異なり蒸れにくく、軍手よ
りも薄手の使用感が特徴です。安価ながら、繰
り返しお使い頂けます。

銅メッシュロール
幅 10㎝、長さ 96cm のロール状銅製メッシュ
です。メタルシートよりもメッシュが細かく薄
手です。大きめの錆穴や亀裂の補修に便利なロー
ルタイプになっています。

製品コード 内容量
M0101 60 枚

製品コード 内容量
M0102 50 枚

製品コード 内容量
M0103 50 枚

製品コード
L0201

製品コード
T0401（ゴールド・#40）
T0402（シルバー・#80）

製品コード
T0103

製品コード 直径
L0301 14mm

製品コード 幅
Q0201 3mm
Q0202 5mm
Q0203 8.5mm

製品コード 幅
Q0204 10mm
Q0205 12mm
Q0206 15mm

製品コード 内容量
M0104 100 枚

製品コード 内容量
M0201 10 双

COLAD ニトリルグローブ・

内容量
60 枚

内容量
100 枚

メタルシート

T0402（シルバー・#80）

製品コード 内容量
50 枚

製品コード 内容量
50 枚

製品コード 内容量 太さ
T0201 200 本 0.8mm
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ENDOX  
ACC3000  
チッピングコート
サイドシルなどの飛び石保護や腐食防止に用い
るチッピングコート剤です。自然乾燥で約 30
分後には上塗りが可能です。専用ガン（UBS ピ
ストル）を缶にセットして使用でき、肌目の調
整も可能です。

セプター101P
屋外の厳しい環境下の防錆に威力を発揮する、
浸透性が非常に強い湿気硬化型の 1 液変性ポリ
ウレタン防錆塗料です。錆転換タイプよりも容
易に防錆効果を発揮しやすく、硬化後はあらゆ
る溶剤に耐性を持ちます。

ENDOX  
ジンクスプレー
耐熱温度 600℃で、スポット溶接、MIG 溶接、
その他各種溶接に対応する防錆スプレーです。
均一に分散化された亜鉛微粒子が溶接部周辺の
錆を防ぎます。スプレー部がウェットでも乾燥
後でもスポット溶接が可能です。

FMC タッチアップ用品
タッチアップ修理に便利なスプレータイプのサ
フェーサーやチッピングコートなど、バリエー
ション豊富に用意されています。写真のもの以
外にも様々な塗色や用途に適した製品を取り
扱っております。

ENDOX  
HB2700  
アンダーコート
石油系溶剤を含まない環境対策強化製品です。
下回りやホイールハウジングの防錆、消音に効
果があります。融雪剤に耐性があり、降雪地域
の下回り保護に適しています。専用ガン（UBS
ピストル）を缶にセットして使用できます。

バーコ  
SANDFLEX エアソー替刃
耐 久 性 と 切 れ 味 に 定 評 の あ る バ ー コ・
SANDFLEX バイメタルエアソー替刃です。形
状は写真のタイプのみです。ハンドソータイプ

（長さ 250㎜）も用意されています。

ENDOX  
2896  
アンダーコート
下回りやホイールハウジングなどに使用するア
ンダーコート剤です。防錆と消音に効果があり、
ゴムと樹脂の混合成分が、割れにくく密着性に
優れた皮膜を形成します。専用ガン（UBS ピス
トル）を缶にセットして使用できます。

LENOX エアソー替刃 32 山
折れにくさと切れ味に定評のある LENOX 製の
バイメタルエアソー替刃です。工具の形状に合
わせ、写真の「432T」またはヘソ付きの「332T」
のいずれかよりお選び下さい。

ENDOX  
防錆 RS スプレー
赤錆を黒錆に転換する錆転換成分を含有した防
錆スプレーです。一時間程度で乾燥した後にサ
フェーサーを塗布することが可能になります。
水溶性のため溶剤臭が少ないのも大きな特徴で
す。

TEROSON  
WX210  
マルチ WAX 
スプレー
パネルの内部や下回りの防錆に適した、半乾燥
タイプの防錆剤です。垂れにくく、適度に膜厚
が付きますので、パネルの裏側や構造の内部へ
の塗布が容易です。部品内部への注入は付属の
ストローノズルを使用して下さい。

HOUSE OF KOLOR
カスタムペイント用の塗料やフレークで有名な
ハウスオブカラー製品のご注文を承っておりま
す。他ブランドのメタルフレークも取り扱って
いますので、カスタムペイントにご興味のある
方はぜひお問い合わせ下さい。

製品コード 内容量
U0101 1ℓ

製品コード 内容量
U0301 400ml

製品コード 内容量
U0201 1ℓ

製品コード 内容量
U0302 400ml

製品コード 内容量
U0202 1ℓ

製品コード 内容量
U0401 500ml

製品コード 内容量
U0300 1kg

製品コード
V0101（432T）
V0102（332T）

製品コード
V0201（32 山）
V0200（ハンドソー）
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塗り込みスポンジ
コーティング用スポンジにセームクロスを巻い
た、ガラス系コーティング剤専用の塗り込みス
ポンジです。通常の塗り込みスポンジと比べて
3 倍以上延ばしやすいので、コーティング剤を
無駄なく使用できます。

RED EAGLES 
クイックエクストラクター 
コンビレンチセット
ラチェットレンチのように左回転時はフリーに
なり、右回転時のみナットに噛み込む特殊な形
状のスパナセットです。スパナのはめ替えなし
で連続作業ができる、便利なアイデア製品です。

RED EAGLES 
スーパーマイクロ
インパクトレンチ 
RTYF1/2MMIW
手の平サイズのエアーインパクトレンチです。
コンパクトで本体重量もわずか 1.15Kg ながら、
最大トルクは 542N・m と充分に高いうえ、左
右各 3 段階の回転調整機能があり、スタンダー
ドサイズに引けを取らない機能性です。

洗車スポンジ
柔らかくきめの細かい洗車スポンジです。シャ
ンプーの泡立ちも良く、車両の塗装面に優しい
定番製品です。

COLAD コントロールパウダー
付属のアプリケーターで塗布することにより、
パテやサフェーサーの巣穴、ペーパー目、面出
し時の凹凸を浮き立たせ、その有無や位置を容
易に把握しやすくする粉末です。より完璧に近
い下地作りを目指すのに役立ちます。

メンテナンススポンジ
丈夫な持ち手とやや薄手のスポンジ部分からな
る 2 層構造のスポンジパッドです。ワックスや
簡易コーティング、メンテナンス剤の塗り込み、
クリーナーとの併用による洗浄作業などに適し
ています。

COLAD マグネットカッター
ボディを傷つける心配がなく、幅広のポリマス
カーのカットにも適しています。裏側にマグネッ
トが装着されていますので、塗装ブースの壁や
車両のボディにつけることができ、紛失防止に
役立ちます。

製品コード
D0801

製品コード 内容量
S1001 100g

製品コード 内容量
V0301 3 個

製品コード
D0701

製品コード 内容量
H5001 10 個

製品コード
B1001

製品コード
B1002

塗り込みスポンジ

製品コード 内容量
H5001 10 個

RED EAGLES 

い下地作りを目指すのに役立ちます。

製品コード

COLAD マグネットカッター
ボディを傷つける心配がなく、幅広のポリマス

製品コード 内容量
V0301 3 個
製品コード
V0301

イーチャン 40 際貼りテープ
ミニサイズのテープ付きマスカーです。パネル
際のマスキングは隅々の仕上がりに重要です。
ラミネート加工されたミニマスカーならパネル
際の裏側からの貼り付けが容易で、マスキング
の品質アップに役立ちます。小箱 8 個入り。

製品コード サイズ
N0501 幅 40mm × 20m 巻き幅 40mm × 20m 巻き
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