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ジーアンドティーは
常にワンランク上の仕上がりと
作業性を追求します



　株式会社ジーアンドティーは 2003 年、サンマイト社
の高機能フィルムディスクサンディングシートの代理店
として創業しました。また、同時に長年の研磨とコーテ
ィングのノウハウを基に、コンパウンド、バフ、などの
研磨用資機材の開発を行い、時代を先んじた研磨システ
ムの構築に努めて参りました。
　創業以来、ユーザー様や代理店様、そして仕入先との
良好な関係が良い製品を提供するための必須条件と肝に
銘じ、ギブアンドテイク（Give & Take）の精神に則り、
関わる方全ての利益を考える経営を常に意識して、社名
も「ジーアンドティー」（Ｇ＆Ｔ）と定めました。
　製品開発のコンセプトは常に、「新しい切り口」と「＋
αの性能」の追求です。ツヤ出し剤を含まず環境を重視
した水性コンパウンド「リアルカット」シリーズや、豊
富なサイズと素材をラインナップした「GT バフ」シリ

ーズ、シングルアクションポリッシャーとダブルアクシ
ョンポリッシャーを組み合わせた「2STEP ポリッシン
グシステム」など、常に一歩先んじた研磨の概念を提案
して参りました。
　作業者のあらゆる要望を満足させることが製品開発の
出発点と捉え、作業者の方々が手放したくないものを開
発することが理想と考えております。
　現在、日本全国に代理店を擁しており（西日本は提携
会社に委託）、ポリッシング技術を習得したテクニカル
アドバイザーが、定期的に各地を訪問しております。製
品の販売だけではなく、必ず使いこなして頂くまでアド
バイスを行うのが弊社の営業方針です。
　今後とも、皆様に喜んで頂ける製品を提案し続けるこ
と、そして弊社製品を通じて、皆様の作業効率改善のお
役に立てれば幸いです。

株式会社ジーアンドティー
代表取締役

竹内　宏

はじめに

ジーアンドティーは
常にワンランク上の仕上がりと
作業性を追求します



COMPOUND
新車および
補修塗膜用コンパウンド

ツヤ出し剤を含まずリアルな磨きツヤを再現
ボディショップ・コーティングプロショップ向けのコンパウンドです。シリ
コーンやポリマーなどのツヤ出し剤を含まず、潤滑のための油分を極力減ら
すことにより、研磨時のスリップが少なく効率良く研磨できます。また、研
磨した面をごまかさずに仕上げるため、洗車後にバフ目やオーロラマークが
出にくく、磨き直しなど二度手間にならずに済みます。シリーズにより水性
エマルジョンタイプと溶剤系を用意しています。

Realcut リアルカット

Speedcut スピードカット

ツヤ出し剤を含まない本物志向の水性エマルジョンタイプ

より早く、作業目的にマッチした個性派シリーズ

Realcut A リアルカット A・細目

水性エマルジョンタイプでツヤ出し剤を含みま
せん。細目ですが粒子が細かく、大きさが約 30
μに揃っています。研磨粒子が均一で、部分的
に深い傷が入りづらくなっています。飛び散り
が少なく、付着物の拭き取りも容易です。

製品コード 内容量
A0101 500ml
A0102 910ml

Speedcut S
スピードカット S・細目

作業性を最優先した細目コンパウンドです。塗
膜を選ばず、非常にカラミが発生しにくい設計
になっています。特に肌調整に優れた性能を発
揮します。その後にリアルカットを使用するこ
とで、戻りのない仕上げが可能です。

製品コード 内容量
A0201 500ml
A0202 910ml

Realcut C リアルカット C・超微粒子

微粒子が凝集した状態で、研磨圧力により約 0.5
μの超微粒子に分散されます。そのため研削力
に優れバフ目のない仕上げが可能です。洗車後
の戻りが少ないため、ガラス系コーティングの
下地処理にも適しています。

製品コード 内容量
A0121 500ml
A0122 910ml

Realcut B リアルカット B・極細目

水性エマルジョンタイプでツヤ出し剤を含まず、
磨き上がりの曇りが非常に少ないのが特徴。約
10 μの極細粒子ですが研削力に優れ、ペーパー
目の除去能力は抜群です。使いこなせばこれだ
けで様々な作業に対応できます。

製品コード 内容量
A0111 500ml
A0112 910ml

Speedcut SX
スピードカット SX・細目

自己復元性／高硬度クリヤー向けの細目コンパ
ウンドです。高硬度の極細研磨剤と特殊な溶剤
を配合し、鋭い研削性と研磨傷の低減を両立さ
せました。研磨効率が高く、通常のコンパウン
ドより少量で作業できます。

製品コード 内容量
A0221 500ml

Speedcut XE
スピードカット XE・極細目

自己復元性／高硬度クリヤー向けの低溶剤極細
目コンパウンドです。高硬度の微粒研磨剤と絶
妙な粘度調整で研磨時のスリップを低減し、優
れたペーパー傷処理能力と極細目ならではの仕
上がり感を両立させました。

製品コード 内容量
A0211 500ml
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GT Series GT シリーズ W アクションポリッシャーとの相性を重視

GT-0
GT- ゼロ・細目

複数の粒度の研磨剤を配合し優れた肌調整力と
研磨傷の低減を両立させた細目コンパウンドで
す。臭いや粉残りが少なく作業環境改善に寄与。
様々な塗膜や W アクションポリッシャー、低反
発バフとの相性も良好です。

製品コード 内容量
A0311 500ml
A0312 910ml（1.3kg）

G-CUT
G- カット

ガラス研磨専用コンパウンドです。特殊な研磨
粒子がガラスと反応し、表面を傷つけることな
く小傷やウロコ汚れを落とします。乾いたら補
水すれば継続使用可能。推奨のサンダーと専用
の SCALE-PAD で施工して下さい。

製品コード 内容量
A1001 200ml

POWER-SHIELD
パワー・シールド

ノンシリコンコーティング剤を含んだ微粒子コ
ンパウンドです。洗車傷やバフ目を処理しなが
らコーティング皮膜を形成するため、オーロラ
マークを防ぎつつバフ目を消すことができ、カ
ラミやすい塗膜にも適しています。

製品コード 内容量
H4002 490ml
H4003 190ml

GT-1
GT- ゼロ・細目

W アクションポリッシャーとの相性を最重視し
て研磨剤の硬度を調整した、水性エマルジョン
タイプの極細目コンパウンドです。洗車傷やバ
フ目の処理、仕上げまで使用でき、中古車磨き
に最適です。

製品コード 内容量
A0301 500ml
A0302 910ml

G-CLEAN
G- クリーン

ガラスと同等硬度のシリカ系研磨剤を配合した
手磨き専用のガラス用コンパウンドです。ドア
ミラーなどにも使用可能。ガラスを削らず油膜
や軽度のウロコだけを除去でき、コーティング
の下地処理にも適しています。

製品コード 内容量
A1002 200ml

“いま”必要な作業にマッチする G＆T　コンパウンドシリーズ
　当社は「パワーシールド」を除く全てのコンパウンドにおいて、シリコンやその他のツヤ出
し剤を含まない、本来の磨きツヤを追求した製品設計を心掛けています。
　また、研磨の目的や研磨素材に合わせて最善の効果が得られるよう、研磨剤の種類や粒度な
ど液剤の配合も含め、豊富なラインアップをご用意しました。
　ユーザー様がカーオーナーの方より“いま”求められている作業に適した製品を、必ずや発
見していただけるものと確信いたしております。
　そうしたタイムリーな製品をお選びいただけますよう、お電話でのご相談もお受けしており
ますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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POLISHING 
PAD
パッド

ミニから大型シングルまで幅広く対応
試作に試作を重ねて完成した RR パッドは圧倒的な操作性を実現し、今やシ
ングルアクション用パッドでは他社製品の追随を許しません。この RR パッ
ドに 75 φから 150 φまで様々な径のラインアップが増え、そしてさらに進
化した RR-S パッドも完成。こだわりにこだわり抜いて作られた RR パッド、
RR-S パッドに込められた技術をぜひ体感して下さい。

75φ

125φ

150φ

150φ
RR パッド（170 φ・180 φバフ用）

125φ
RR-S パッド 125（150 φ・170 φバフ用）

75φ
RR パッド mini75（90 φ・100 φ・115 φバフ用）

RR-S パッド
キレと操作性が大幅進化
RR パッドの特徴であるフレキシブルさを極限まで向上。よりコントロールし
やすく、キレを追求したプレミアムモデルです。スポンジ部を全てセルダン
パーにしたもので、磨く対象が小さな場合や細かい部分への追従性をアップ。
RR パッドを凌駕した柔軟性・追従性を備えています。複雑なパネル形状や
逆 R などで吸い付くような作業性を体感できます。

RR パッド
サスペンション効果による異次元の使い心地
特殊スポンジ材と強化プラスチックの組み合わせにより柔軟性、振動吸収性、
研磨面へのトルク伝達性に優れるパッドです。吸い付くような使用感が体感
できます。振動が少なくポリッシャーの保持が楽で疲れず、オーロラマーク
も出にくくなります。トルクスポンジと強化プラスチックがサスペンション
のように働き、作業者の負担を大きく和らげます。

たわんでも理想的な面研磨を行えるように
サスペンション効果を発揮！

トルクスポンジ（ダンパー）

ベース部（コイルスプリング）

強化プラスチック部（スタビライザー）
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ベース部（コイルスプリング）

RR パッド
特殊なスポンジ素材と強化プラスチックの組み合わせにより、柔軟性、振動
吸収性、研磨面へのトルク伝達性に優れたパッドです。スムーズに吸い付く
ような使用感が体感できます。振動を抑える効果によって楽にポリッシャー
を保持できるため疲れません。サスペンションのような働きによってバフ目
やオーロラマークの発生を軽減します。

RR パッド＋（プラス）
特殊なスポンジ材と強化プラスチックの組み合わせにより柔軟性、振動吸収
性、研磨面へのトルク伝達性は RR パッドと全く同様です。RR パッドにプ
ラスしてセンターガイド機能を追加し、さらに使いやすくなりました。また、
ポリッシャーに装着するナット部の厚みを薄くして低重心化を図り、より安
定した操作を可能としています。

製品コード パッド径
C0101 150 φ

製品コード パッド径
C0102 150 φ

RR パッド＋（プラス）

RR-S パッド125
より操作しやすく、キレを追求したプレミアムモデルです。よりダンパー効
果の高いスポンジを採用し、磨く対象が小さな場合や細かい部分への追従性
をアップ。RR パッドを凌ぐ柔軟性・追従性を備えており、複雑なパネル形
状や逆 R などにも吸い付くような作業性を体感できます。また、センター
ガイドを備えており、ストレスなくバフを装着できます。

RR パッド mini75
ミニポリッシャー用の RR パッドです。RR パッドのコンセプトを踏襲し、
より弾性の高い特殊なウレタン素材を採用しました。非常にコシがあり、研
磨面に対ししっかりと吸いつくような研磨ができ、ミニサイズでも本格的な
研磨作業が可能です。ヘッドライトなどのレンズやバイクのタンクなど R
面でもしっかり磨けます。

製品コード パッド径
C0201 125 φ

製品コード パッド径
C0301 75 φ

RR-S パッド125

ハードスペーサー　HS-90・125・150
RR パッド mini75、RR-S パッド 125、RR パッドに装着することで、パッ
ドの弾性を調整できます。より研削性を高めたい時や、ワンサイズ大きなバ
フを装着する場合に使用します。

ソフトスペーサー　WS-125
ダブルアクションポリッシャーはパッド、バフとも面ファスナーの貼り合わ
せ面に負担が大きく掛かります。それを軽減するためにご用意しました。サ
イズは 125 φのみです。

製品コード パッド径
C1001 90 φ
C1002 125 φ
C1003 150 φ

製品コード パッド径
C2001 125 φ

ハードスペーサー　HS-90・125・150

製品コード パッド径
C1001 90 φ
C1002 125 φ
C1003 150 φ

パッド径
125 φ125 φ
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BUFF for single action polisher
バフ（シングルアクションポリッシャー用）

シングルとは思えない操作性と仕上がり
シングルアクションポリッシャー用のバフシリーズです。190 〜 90 φ各サ
イズ専用パッド、コンパウンドと併用することで、最高のパフォーマンスを
発揮します。シングルの課題であるバフ目とオーロラマークの克服をコンセ
プトに開発された各種バフは、クッション性と研削力のバランスや、スムー
ズな回転を得るためのセンター出し機能など、様々なノウハウが惜しみなく
注入されています。

190 φ 広い面積のパネルを素早く仕上げる

RING バフ ウール Final
（極細）

他のウールバフよりも毛が細長く、仕上げにも
使用できます。微粒子コンパウンドとの相性が
良く、研磨と仕上げの両方に使えます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0105 190 φ 22mm

RING バフ ウール A-4
製品コード 直径 毛足長さ
B0101 190 φ 4mm

RING バフ ウール A-6
製品コード 直径 毛足長さ
B0102 190 φ 6mm

RING バフ ウール A-8
製品コード 直径 毛足長さ
B0103 190 φ 8mm

RING バフ ウール A-12
製品コード 直径 毛足長さ
B0104 190 φ 12mm

RING バフ スポンジ B
極細目ウレタンバフです。ウールバフで研磨後
の仕上げに使用するのが一般的ですが、コーティ
ングの塗り伸ばしにも適しています。

製品コード 直径
B0122 190 φ

RING バフ ウール 
AR-4/AR-6/AR-8/AR-12
エッジに沿ってバフ生地が回り込んだバフです。
毛質は A-4 などと同じですが、バフ角が気にな
る方はお使い下さい。

製品名 製品コード 直径 毛足長さ
AR-4 B0111 190 φ 4mm
AR-6 B0112 190 φ 6mm
AR-8 B0113 190 φ 8mm
AR-12 B0114 190 φ 12mm

RING バフ スポンジ C
最も目の細かい仕上げ専用バフです。メタリッ
クはもちろん、ソリッドカラーも完璧な仕上が
りをご提供します。

製品コード 直径
B0123 190 φ

外径 190 φのシングル用ウールバ
フです。弾力が低下しない金型発泡
成形スポンジが研磨面へ均一にトル
クを伝えます。またリング形状によ
り、R 面ではバフ中心の干渉をな
くし、平面では軽い加圧で大きな研
削力を発揮します。毛足の長さは
4/6/8/12mm の 4 種類。短いほど
当たりが硬めで研削力が大きく、肌
調整や硬い塗膜の初期研磨に効果的
です。毛足が長いものは当たりがソ
フトで、短いバフでは届かないペー
パー目の処理に適しています。

180 φ

190 φ

170 φ

160 φ

150 φ

115 φ

100 φ

90 φ

0
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170 φ 二重構造スポンジで抜群のコントロール性

NEW GT ウールバフ 
170-4
毛足の長さが 4mm と短いバフです。
肌調整や硬い塗膜の研磨に効果的で
す。市場に流通しているほとんどの
パッドに装着できます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0201 170 φ 4mm

NEW GT ウールバフ 
170-12
毛足が 12㎜と長めで、当たりが柔ら
かく研磨熱が発生しにくいのが特徴
です。肌を落とさず傷だけを落とし
たい作業に適しています。

製品コード 直径 毛足長さ
B0202 170 φ 12mm

NEW GT コットンバフ 
170-COT
コットン生地のバフです。ウールバ
フよりも摩擦力が高く、ハードな研
磨に適しています。凹凸加工により
研磨熱を低減しています。

製品コード 直径 生地
B0203 170 φ コットン

150 φ・160 φ 作業効率と磨きやすさのバランスは No.1

NEW GT ウールバフ 150-4
毛足の長さが 4㎜と短めで、肌調整
や硬い塗膜の研磨に適しています。
より複雑化するパネル形状を念頭に
置いてシリーズ化しました。

製品コード 直径 毛足長さ
B0301 150 φ 4mm

NEW GT ウールバフ 150-F
他のウールバフよりも毛足が細長い
バフです。微粒子コンパウンドとの
相性が良く、研磨と仕上げの両方に
使えます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0305 150 φ 22mm

NEW GT ウールバフ 150-6
150-4 より少し毛足が長く、ややマ
イルドな切れ味です。肌調整からペー
パー目消しまでオールラウンドに対
応できます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0302 150 φ 6mm

GT スポンジバフ 150-B
極細目ウレタンバフ。サイドがテー
パー形状のためバフ角が立たず、こ
すれによるオーロラ傷を防げます。
オールラウンドに使えます。

製品コード 直径 スポンジ厚
B0311 150 φ 30mm

NEW GT ウールバフ 150-12
毛足が 12㎜と長く、当たりが柔らか
く研磨熱が発生しにくいのが特徴で
す。肌を落とさずに傷だけを落とし
たい作業に適しています。

製品コード 直径 毛足長さ
B0303 150 φ 12mm

GT スポンジバフ 150-C
最も目の細かい仕上げ専用バフです。
濃色塗膜を完璧に仕上げることがで
きます。150-B と同様にテーパー形
状に加工されています。

製品コード 直径 スポンジ厚
B0312 150 φ 30mm

GT スポンジバフ 160-C
150-C と同素材の仕上げ専用バフで
す。外径を 10㎜大きく、中央の穴径
を小さくして塗膜との摩擦力を分散
し、バフ鳴りを低減しました。

製品コード 直径 スポンジ厚
B0313 160 φ 30mm

NEW GT コットンバフ 150-COT
コットン生地のバフです。ウールバ
フよりも摩擦力が高く、ハードな研
磨に適しています。凹凸加工により
研磨熱を低減しています。

製品コード 直径 生地
B0304 150 φ コットン

NEW GT ウールバフ
170-F
他のウールバフよりも毛が細長く、
仕上げにも使用できます。微粒子コ
ンパウンドとの相性が良く、研磨と
仕上げの両方に使えます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0204 170 φ 22mm

バフサイズ確認用目盛りの使い方
バフの中心を目盛りの 0 点に合わせたら、バフの最も外側の位置から見える目盛りの数字を確認して下さい。それがバフの直径（φ）になります。
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90 φ・100 φ 隅々まで手を抜かず仕上げるための必需品

RING バフ mini 
ウール M-6
毛足の長さが 6mm のウールバフで
す。肌調整や目消しに使用できます。
構造と材質は通常サイズ同様のノウ
ハウが凝縮されています。

製品コード 直径 毛足長さ
B0601 90 φ 6mm

RING バフ mini 
ウール MR-8
RING バフ AR シリーズのミニバー
ジョンです。エアロパーツやバイク
など、入り組んだ部位や逆 R が多い
部品の磨きにお勧めします。

製品コード 直径 毛足長さ
B0602 90 φ 8mm

RING バフ mini 
ウール M-12
M-6 に比べマイルドな切れ味で研磨
熱が発生しにくい、毛足長さ 12mm
のミニバフです。バンパーなど柔ら
かい塗膜も安心して磨けます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0603 90 φ 12mm

RING バフ mini 
M-F
毛足がソフトで細長く仕上げにも使
用できます。微粒子コンパウンドと
の相性が良く研磨と仕上げの両方に
使えます。シングル・ダブル兼用です。

製品コード 直径 毛足長さ
B0604 90 φ 22mm

RING バフ mini 
コットン M-COT
コットン生地のバフです。ウールバ
フよりも摩擦力が高く、ハードな研
磨に適しています。凹凸加工により
研磨熱を低減しています。

製品コード 直径 生地
B0605 90 φ コットン

RING バフ mini 
スポンジ M-B
オールラウンドに使用できる極細目
のミニポリッシャー用ウレタンバフ
です。エッジ部はテーパー処理され
ておりスムーズに磨けます。

製品コード 直径
B0607 90 φ

RING バフ mini 
スポンジ M-C
最も目の細かい仕上げ専用のミニポ
リッシャー用ウレタンバフです。エッ
ジ部はテーパー処理されておりス
ムーズに磨けます。

製品コード 直径
B0608 90 φ

RING バフ mini 
スポンジ MR-B
オールラウンドに使用できる極細目
のミニポリッシャー用ウレタンバフ
です。凹形状のパッド装着部で端が
研磨部に当たるのを防ぎます。

製品コード 直径
B0610 100 φ

180 φ　スタンダード 単層構造で安価ながら品質には自信あり

GT ウールバフ
緩やかなテーパー角が特徴のウールバフです。
毛足は幅広く使える 8mm を採用しました。しっ
かりした接地感と操作性を体感できます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0501 180 φ 8mm

GT スポンジバフ 黒
スタンダードな細目バフです。使いやすい 30㎜
の厚みであらゆる作業に対応でき、使い勝手に
優れるのが大きな特徴です。

製品コード 直径 スポンジ厚
B0511 180 φ 30mm

GT スポンジバフ 白
最終仕上げに適した、最も目の細かい極細目バ
フです。メタリックはもちろんソリッドカラー
でも完璧な仕上がりをご提供します。

製品コード 直径 スポンジ厚
B0512 180 φ 30mm

115 φ ピラーやぼかし目などもしっかり仕上げる

GT コットンバフ 
115-COT
コットン生地のバフです。ウールバ
フよりも摩擦力が高く、ハードな研
磨に適しています。凹凸加工により
研磨熱を低減しています。

製品コード 直径 生地
B0403 115 φ コットン

GT ウールバフ 
115-F
他のウールバフよりも毛足が細長い
バフです。微粒子コンパウンドとの
相性が良く、研磨と仕上げの両方に
使えます。

製品コード 直径 毛足長さ
B0404 115 φ 22mm

RING バフ mini 
スポンジ MR-C
凹形状のパッド装着部で端が研磨部
に当たるのを防いだミニバフです。
スポンジの目が最も細かく、最高の
仕上がりを得られます。

製品コード 直径
B0611 100 φ
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BUFF for double action polisher
バフ（ダブルアクションポリッシャー用）

ダブルアクションの性能を最大限に引き出す
シングルアクションポリッシャーとは異なる回転運動を行うダブルアクショ
ンポリッシャーのために開発した、専用のバフシリーズです。素材、厚み、
形状、重量などを一から見直し、耐久性、操作性、研削力、仕上がり、この
4 つの要素を高次元でバランスさせました。推奨のダブルアクションポリッ
シャーと併用した際に、最高のパフォーマンスを発揮します。150 φ、145 φ、
135 φ、90 φの 4 サイズを用意しました。

150 φ・145 φ

ダブルアクションポリッシャーは高
速で偏心回転するため、シングルア
クションポリッシャーで使用する場
合と比較して、バフの消耗が著しく
早くなります。一般的には、乗用車
のボディ全体を磨いて 1 〜 2 台で消
耗すると考えて下さい。当社ではシ
ングルアクションポリッシャーとの
併用により、コストを抑えることを
推奨します。

シングルアクションポリッシャーの回転運動 ダブルアクションポリッシャーの回転運動

W用GT低反発
スポンジバフ 145W
少し硬めの極細低反発スポンジを採用し、ウー
ルバフに匹敵する切れ味とスポンジならではの
仕上がり品質を両立させた、まさにダブルアク
ションポリッシャーのために生まれたスポンジ
バフです。

製品コード 直径
B0704 145 φ

W用拭き取りバフ 
150W-GF
研磨後のコンパウンドカスやコーティングのム
ラを、手で拭き取ることなくスッキリとクリー
ニングできる、柔らかなマイクロファイバー生
地の拭き取り専用バフです。力を掛けずに優し
く磨いて下さい。

製品コード 直径
B0705 150 φ

W用GT
スポンジバフ 145W-C
145W よりもソフトでキメが細かい、仕上げ専
用のスポンジバフです。適度な粘りとコシのあ
る素材を採用していますので、塗膜の硬さ・柔
らかさを問わず、しっかりと仕上げることがで
きます。

製品コード 直径
B0707 145 φ

W用GTウールバフ 150W-6
ペーパー目の取り残しやバフ目を消し、オーロ
ラマークのない仕上げが可能です。耐久性、操
作性、研削力、仕上がりのバランスが最も良い
製品です。W 用バフとして、まずはこの 1 枚か
らお試し下さい。

製品コード 直径
B0701 150 φ

W用GTウールバフ 150W-F
毛足の長い極細ウールが、研削性と仕上がりに
優れた性能を発揮します。難易度の高い塗膜に
は特に威力を発揮します。耐久性はやや低めで
すが、最高のパフォーマンスを求める方にお勧
めの製品です。

製品コード 直径
B0703 150 φ

W用GTウールバフ 150W-12
毛足が長くボリュームがあるため、耐久性に優
れています。処理台数が多く、バフの消耗が気
になる方にお勧めです。ペーパー目の取り残し
やバフ目を消し、オーロラマークのない仕上げ
が可能です。

製品コード 直径
B0702 150 φ
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135 φ

90 φ

W用GT低反発
スポンジバフ 135W-WT
125 φパッドにぴったり装着できる 135 φの
スポンジバフです。磨き残しが出やすい逆 R 面
やプレスライン周辺も均一に研磨しやすく、硬
めの低反発スポンジがウールバフ並みの研磨力
を発揮します。
製品コード 直径
B0721 135 φ

W用GT低反発mini
スポンジバフ 90W
145W のミニバージョンです。少し硬めの極細
低反発スポンジが、ウールバフに匹敵する切れ
味とスポンジならではの仕上がりを両立させ、
ミニポリッシャーのパフォーマンスを向上させ
ます。
製品コード 直径
B0706 90 φ

W用GT低反発mini
スポンジバフ 90W-C
145W-C の mini 仕様です。仕上げ専用として
選ばれた超極細目のスポンジが高い仕上がり品
質を保証します。濃色車の仕上げやコーティン
グ施工車の下地磨きには欠かせません。

製品コード 直径
B0713 90 φ

W用GT
スポンジバフ 135W-C
145W-C と同素材のスポンジを使用しつつ一回
り小型・薄肉・軽量化。サンディング作業用の
低トルクサンダーで使用可能です。磨き後にオー
ロラが気になる時など、手軽に補正作業が行え
ます。
製品コード 直径
B0723 135 φ

W用GT低反発mini
スポンジバフ 90W-YE
腰のある極細目の低反発スポンジバフです。
ファーストカット後のバフ目処理から仕上げま
で、適度な研磨力と仕上がり性能を併せ持った、
オールランドタイプです。

製品コード 直径
B0712 90 φ

メンテナンススポンジ
手磨き用のやや薄手のスポンジと、持ちやすく
丈夫な持ち手の、2 層構造スポンジパッドです。
G-CLEAN など手磨き用コンパウンドとともに
使用します。コーティング剤の塗り延ばしにも
適しています。

製品コード
B1001

W用GT低反発
スポンジバフ 135W-YE
WT と同様の低反発スポンジバフです。腰のあ
る極細目スポンジは適度な研磨力と仕上がり性
能を併せ持ち、ファーストカット後のバフ目処
理から仕上げまでオールラウンドに使えます。

製品コード 直径
B0722 135 φ

W用GT低反発mini
スポンジバフ 90W-WT
硬めの低反発スポンジがウールバフ並みの研磨
力を発揮します。また研磨傷が少なく、次工程
で容易に仕上げることが可能です。スポンジバ
フを愛用する技術者待望の逸品です。

製品コード 直径
B0711 90 φ

RINGバフ mini
M-F
毛足がソフトで細長く仕上げにも使用できます。
微粒子コンパウンドとの相性が良く研磨と仕上
げの両方に使えます。シングル・ダブル兼用です。

製品コード 直径 毛足長さ
B0604 90 φ 22mm

メンテナンススポンジ

SCALE-PAD TYPE-A
頑固なウロコ汚れや小傷を除去する
ガラス研磨専用のバフパッドです。
柔らかめのフェルト素材で、ガラス
面を傷つけず効率良く研磨できます。
オービタルサンダーと G-CUT を組
み合わせてお使い下さい。

製品コード サイズ
B2001 75 × 110mm

SCALE-PAD TYPE-C
TYPE-A・B で研磨後の最終仕上げ
用バフパッドです。ソフトな基材を
使用しており、R 面での作業やガ
ラス面の平滑化に効果的です。各種
クリーナーでの磨きにも使用可能。
TYPE-A・B と同様の方法でお使い
下さい。

製品コード サイズ
B2003 75 × 110mm

SCALE-PAD TYPE-B
軽度のウロコ取りや TYPE-A で研磨
後の微小な傷処理に使用します。酸
やアルカリに強く各種クリーナーで
の磨きにも適しています。オービタ
ルサンダーと G-CUT、各種クリー
ナーと組み合わせてお使い下さい。

製品コード サイズ
B2002 75 × 110mm

SCALE-PAD TYPE-D
TYPE-A と同素材のディスク式バフ
パッドです。特に研磨力が必要な場
合 に U-A53P-GT、G-CUT と 組 み
合わせて使用します。微小な傷が入
る場合がありますので、使用後は必
ず TYPE-B・C で研磨面を整えて下
さい。

製品コード サイズ
B2004 77 φ
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SET
セット

必要なものを全て揃えたお得なスターターセット
初めてお使い頂くお客様へ朗報！　リーズナブルでお得なセットをご用意し
ました。

U-55GT A セット
「楽に」「早く」「キレイに」を極限まで追求した、専用ダブルアクションポリッ
シャー付きのフルセットです。

＜セット内容＞
【ポリッシャー】U-55GT【コンパウンド】SX、XE、GT-1、C【バフ】
150W-6、150W-F、145W ブ ル ー、145W-C、150W-GF【 そ の 他 】
GT-X トルネードエアガン、マイクロクロスロングヘアー、人工セームクロ
ス

150A セット
180A セットの 150 φバフバージョンです。今、一番の売れ筋商品です。

＜セット内容＞
【コンパウンド】A、B、C【バフ】150-COT、150-4、150-12、150-F、
150-B、160-C【その他】RRS-125 パッド、GT-X トルネードエアガン、
マイクロクロスロングヘアー、人工セームクロス、パワーシールド

U-A53P-GT A セット
難易度の高い塗膜や複雑
な形状の部位は、ピンポ
イントでの研磨が有効で
す。コンパクトでハイパ
ワーなミニポリッシャー
と専用バフ・コンパウン
ドのお得なセットです。

＜セット内容＞
【ポリッシャー】U-A53P-GT【コンパウンド】GT-0、GT-1、リアルカット C、
パワー・シールド【バフ】90W、90W-WT、90W-YE、90W-C【その他】
マイクロクロスロングヘアー、リバーシブルクロス

ミニバフセット
通常は 2 枚入り 1 パック
での販売ですが、このセッ
トではお得に 8 種類のバ
フをお試し頂けます。パッ
ドなしセットもあります。

＜セット内容＞
【バフ】RING ミニ M-COT、M-6、MR-8、M-12、M-F、M-B、M-C、MR-B【そ
の他】RR-75 ミニパッド

180A セット
「楽に」「早く」「キレイに」をコンセプトに開発した、シングルアクション
用ポリッシングセットです。

＜セット内容＞
【コンパウンド】A、B、C【バフ】A-4、A-6、A-12、FINAL、B、C【そ
の他】RR パッド＋、GT-X トルネードエアガン、マイクロクロスロングヘ
アー、人工セームクロス、パワーシールド

150 バフセット
すでにコンパウンドがお決まりのお客様に、150 サイズの使い心地の良さ
を体験して頂くセットです。

＜セット内容＞
【バフ】150-4、150-12、150-F、160-C【その他】RRS-125 パッド、
マイクロクロスロングヘアー、人工セームクロス

製品コード
F1001

製品コード
F0201

製品コード
F1011

製品コード
F0301（パッド付き）
F0302（パッドなし）

製品コード
F0101

製品コード
F0202

U-55GT A セット

150A セット

製品コード

150A セット

製品コード

【バフ】RING ミニ M-COT、M-6、MR-8、M-12、M-F、M-B、M-C、MR-B【そ

通常は 2 枚入り 1 パック
での販売ですが、このセッ
トではお得に 8 種類のバ
フをお試し頂けます。パッ

180A セット

製品コード

180A セット

150 バフセット
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TOOL
磨き用機器

本当に使える磨き作業用ツールを厳選
様々な磨き作業用ツールが溢れ返る中、本当に使える機器をオリジナルモデ
ルで用意しました。最初のページの 6 点は、いずれも当社のデモンストレー
ターが常時使用していますので、ノウハウもしっかりお教えします。次ペー
ジ以降には性能・価格面でメリットがある製品をピックアップしましたので
ご覧下さい。

冷却機能付きミニ W アクション
エアポリッシャー　U-A53P-GT
埼玉精機と G ＆ T が共同開発したミニ W アクションエアポリッシャーです。
細部の仕上げ作業を重視してオービットは 5㎜と小さめですが、高回転が可
能なため優れた研削性も確保しています。

製品コード
D0201

充電式ミニシングルアクション
ポリッシャー　U-EP83-GT
埼玉精機製充電式ミニポリッシャーに弊社オリジナルパッドとバフを標準装
備したモデルです。ブラシレスモーターの採用で省電力・高トルクを実現し
ました。負荷作業で約 30 分の使用が可能です。

製品コード
D0221

SUPERトルネーダー GT-X-NS
高周波パルスを発生するエアーブローガンです。新開発のローターバルブ
によって高周波振動を発生し、繊維やパーツの隙間の奥までしっかりエア
ブローできます。エアレギュレーターを標準装備しています。

能なため優れた研削性も確保しています。

SUPERトルネーダー GT-X-NS
高周波パルスを発生するエアーブローガンです。新開発のローターバルブ
によって高周波振動を発生し、繊維やパーツの隙間の奥までしっかりエア
ブローできます。エアレギュレーターを標準装備しています。

製品コード
D1001

ミニポリッシャー　U-83P-GT
トルクの強さに定評のある U-TOOL「U-83P」をベースに、使いやすい大
型ハンドル、角度調整ステー、ロータリーカプラを標準装備した、G&T オ
リジナルモデルです。RR パッド mini-75 も付属しています。

製品コード
D0211

製品コード
D0101（APE201-GT）
D0102（RPE202-GT）

APE201-GT/RPE202-GT
旧リョービ PE-1400 と同スペックの新モデル・京セラ APE201 をベース
に、ハンドル角度ステーや多目的低床スピンドルを追加した G ＆ T オリジ
ナルモデル。201 は通常コード、202 はコード脱着式です。

製品コード
D0101（APE201-GT）
D0102（RPE202-GT）

に、ハンドル角度ステーや多目的低床スピンドルを追加した G ＆ T オリジ
ナルモデル。201 は通常コード、202 はコード脱着式です。

製品コード
D0301

冷却機能付き
ダブルアクションエアポリッシャー　U-55-GT
研磨面が約 10℃下がる冷却機能を備えた、G&T オリジナルのダブルアク
ションポリッシャーです。バフ目を処理しながらオーロラマークのない完璧
な仕上がりが得られます。エアータイプ最強の研削力と耐久性が特徴です。

充電式ミニシングルアクション

製品コード
D0221
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SHINE MATE
リーズナブルな価格構成の台湾製 W アクションポリッシャーシリーズです。
各種オービットやミニタイプも用意されています。コードレスタイプもあり
ますので、費用対効果重視の方には嬉しいラインアップです。

製品コード
B0451（オービット 12、AC100V）
B0461（オービット 12、コードレス）
B0452（オービット 15、AC100V）
B0462（オービット 15、コードレス）
B0453（オービット 21、AC100V）
B0463（オービット 21、コードレス）

充電式マイクロミニポリッシャー
RUPES iBrid nano
34 φパッドを標準装備し 40 〜 70 φバフに対応。細部の磨きからペーパー
掛けまで幅広く使用できます。機器類のみの STD セットと、専用ケースに
豊富なアクセサリーを収めた DX セットがあります。

FLEX プロトン・シリーズ
ドイツ・フレックス社製の高品質なポリッシャーシリーズです。低速トルク
を重視したシングルモデルやギアアクション、コードレスと AC100V 仕様
を選べる W アクションポリッシャーなど、豊富なラインアップが用意され
ています。

RUPES BIGFOOT シリーズ（125 φパッド付）
ルペス社製の研削力に優れた W アクションポリッシャー、BIGFOOT シリー
ズです。オービットは 21.15.12 があり、作業目的に応じて選択できます。
高回転時の振動が少なく研削性と仕上がり性のバランスが抜群です。

FLEX プロトン・シリーズ

製品コード
B0451（オービット 12、AC100V）
B0461（オービット 12、コードレス）
B0452（オービット 15、AC100V）
B0462（オービット 15、コードレス）
B0453（オービット 21、AC100V）
B0463（オービット 21、コードレス）

製品コード
B0451（オービット 12、AC100V）
B0461（オービット 12、コードレス）
B0452（オービット 15、AC100V）
B0462（オービット 15、コードレス）
B0453（オービット 21、AC100V）
B0463（オービット 21、コードレス）

製品コード
B0451（オービット 12、AC100V）
B0461（オービット 12、コードレス）
B0452（オービット 15、AC100V）
B0462（オービット 15、コードレス）
B0453（オービット 21、AC100V）
B0463（オービット 21、コードレス）

RUPES 75 シリーズ（75 φパッド付）
ルペス社製のミニ W アクションポリッシャーです。パワー重視の電動タイ
プと軽量ボディのエアタイプがあり、ともに高い研削力を備えています。オー
ビットはミニタイプでは大きめの 12 〜 15mm です。

製品コード
D0411（電動タイプ）
D0412（エアタイプ）

FLEX プロトン・スマート
FLEX のミニモデルです。75 φパッド・12mm オービットの 100V・Hi-
POWER モデルと、パッドサイズやオービットを変更できるコードレスセッ
トが用意されています。コードレスタイプはシングルとしても使用できます。

製品コード
D0441（100V）
D0442（コードレスセット）

製品コード
D0421（STD セット）
D0422（DX セット）

FLEX プロトン・スマート

製品コード
D0401（オービット 21）
D0402（オービット 15）
D0403（オービット 12）

製品コード
D0501（シングル）
D0511（ギヤ）
D0521（W・コードレス）
D0531（W・AC100V）
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OPTION
オプション

取り付けるだけで作業効率が飛躍的にアップ

G&T RR パッド用
低床ナット
RR パッドの取付ナット高を 18mm から 9mm
に落とすことで低重心化し、安定性を大幅に向
上させるナットです。作業者の疲労軽減と、ポ
リッシャーの暴れによるバフ目発生防止により、
仕上がりの速度と品質を向上させます。

G&T ステーセット
シングルアクションポリッシャーのサブグリッ
プ取り付け位置を調整するステーです。メーカー
純正のハンドル取り付け位置では作業時に脇が
開く場合、これにより脇を締めることで、肩や
背筋などへの負担を軽減します。

ロータリーカプラ
エアホースを装着したままポリッシャーを 360°
回転させることができる、便利なカプラです。
ボディ側面や底面を磨く際もエアホースがねじ
れることなく、自由自在にポリッシャーの向き
を変えることが可能になります。

G&T リョービシングルアクション
ポリッシャー用ショートスピンドル
リョービ製 PE1400 ／ 2010 のスピンドルを
短縮して、RR パッド用低床ナット取付時にパッ
ド下端へ接触するのを防ぎます。先端内側にネ
ジ山があり、75 φミニポリッシャー用パッド・
バフを取り付けることができます。

U-A53P-GT 用サブハンドル
U-EP83-GT 用サイドハンドル
ミニ W アクションエアポリッシャー U-A53P-
GT と、充電式ミニシングルアクションポリッ
シャー U-EP83-GT には、それぞれオプショ
ンで補助ハンドルが用意されています。上が
U-A53P-GT 用、下が U-EP83-GT 用です。

U83P-GT 用
サブハンドルセット
ミニポリッシャー U-83P-GT に標準装備され
ている大型のサブグリップを単品設定しました。
すでに U-TOOL 製 U-83P をお持ちの方は、こ
のグリップキットと RR パッドミニを装着すれ
ば、ほぼ U-83P-GT と同じ仕様に変更できます。

装着イメージ製品コード
E0101

製品コード
E0104

製品コード
E0102

製品コード
E0201

製品コード
E0202

TRUE ライト
オートビジネス社製の充電式 LED 太陽光ライ
トです。Ra95 以上の高演色で、磨き傷の確認
にも適した光量と色温度の設定になっています。
専用スタンドと、角度調整可能なホルダーをオ
プション設定。

製品コード
D0521

TRUE ライト RET-3LED
90W の省電力で 9000 ルーメンの明るさを実
現。三連式で照射面積を広く取れるため、補修
部位の確認やコーティングの拭き残しチェック
など、この 1 台で様々な点検作業に対応します。
スタンドは標準装備です。

製品コード
D0511

製品コード
E0211（U-A53P 用）
E0212（U-EP83 用）
E0211（U-A53P 用）
E0212（U-EP83 用）

U-EDP12V
工機ホールディングス社製 SP13V を埼玉精機
が W アクション式に改造したポリッシャーです。
オービットは 12mm でオールラウンドに使え、
低振動設計による横置き型と同等のスムーズな
操作感が特徴です。

製品コード
D0431

RET-WL03
長さ 685㎜・光量 1700 ルーメンの蛍光管型
LED 作業灯です。付属の金具で天井に吊るせ
ば蛍光灯数本分の効果があります。塗装面の肌
チェックや作業灯としても便利で、踏んでも簡
単には壊れません。

長さ 685㎜・光量 1700 ルーメンの蛍光管型

製品コード
D0512

京セラ RPED-132/RPEG-132
旧リョービ PED-132 と同スペックの新モデ
ル。従来の使い慣れた感覚で扱える、安価で性
能バランスに優れたポリッシャーです。W アク
ション式の RPED-132 と、ギヤアクション式の
RPEG-132 があります。

90W の省電力で 9000 ルーメンの明るさを実
現。三連式で照射面積を広く取れるため、補修

プション設定。

U-EDP12V

製品コード
D0431

製品コード
D0111（RPED-132）
D0121（RPEG-132）
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SPECIAL 
CLOTH
特殊クロス

現場の様々な用途・ニーズに対応する
近年、様々な種類のクロスが発売される中、それぞれがどのような用途に向
いているのか、判別が難しくなっています。そのような悩みを解消するため、
安価なものから高級クロスまで、用途別に厳選しました。

マイクロクロス
（青）

マイクロファイバー素材の万能ク
ロスです。乾拭き・水拭き兼用タ
イプ。安価なため工場の常備品と
して幅広く使用できます。

製品コード サイズ
G0101 32 × 32cm

マイクロクロス
ロングヘアー（緑・フチなし）
長めのマイクロファイバーを使用
したソフトな質感の万能クロスで
す。特に洗車とコンパウンド拭き
取りの作業時間を短縮します。

製品コード サイズ
G0102 40 × 40cm

リバーシブル
クロス（フチなし）
柔らかい毛足の表面と、細かく硬
めに編んだ裏面を持つクロスです。
仕上げと汚れ落としを 1 枚で行え
ます。

製品コード サイズ
G0107 40 × 40cm

人工セームクロス
（茶・フチなし）

極細マイクロファイバーを使用し
た、人工セームタイプの高級クロ
スです。ソリッドブラックの乾拭
きにも安心して使用できます。

製品コード サイズ
G0103 40 × 50cm

ENJO
マイクロスター
オーストリア ENJO 社の丈夫で極
細な最高級マイクロファイバーを
高密度に編んだ万能クロス。耐久
性が高く長寿命なのが特徴です。

製品コード サイズ
G0104 38 × 38cm

ENJO
マイクロスターソフト
ENJO 社の最高級マイクロファイ
バーを高密度に編んだ万能クロス
のソフトタイプ。水で軽く絞った
状態で様々な汚れを落とせます。

製品コード サイズ
G0105 38 × 38cm

洗車グローブ
縞状に編んだマイクロファイバー
が効率良く汚れを取り除きます。
また、グローブ端の角型形状で、
窓ガラスを隅々まで清掃できます。

製品コード サイズ
G0205 21 × 15cm

リムーバー
クロス
格子状のマイクロファイバーが
ワックスやコーティング、虫など
を効率良く除去します。クリーナー
との併用で効果が倍増します。

製品コード サイズ
G0108 40 × 32cm

粘土クロス
マイクロファイバーの片面に特殊
な粘土を付着させたクロスです。
水を掛けながら軽くこするだけで
鉄粉やミストを取り除けます。

製品コード サイズ
G0201 31 × 31cm

粘土バフ
ハニカム状の粘土で素早く鉄粉を
除去します。処理台数の多い工場
向け。水を掛けながら W アクショ
ンポリッシャーでご使用下さい。

製品コード サイズ
G0202 145 φ

粘土クロス ・メッシュ
ハイパーミニ
格子状のマイクロファイバーに塗
布された粘土で異物を効率良く除
去しながら傷の再付着を軽減する、
手の平サイズのクロスです。

製品コード サイズ
G0204 18 × 18cm

粘土グローブ
グローブ状の粘土クロス。作業効
率に優れ、片手で楽に作業できま
す。粘土クロス、粘土バフと同様、
水を掛けながら作業して下さい。

製品コード サイズ
G0203 16 × 22cm

粘土クロス ・メッシュ

リムーバー
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BODY 
COATING
ボディコーティング剤

製品コード 内容量
H0101 20g セット

製品コード 内容量
H0201 50ml

製品コード 容量
H0301 50ml

ニーズを明確にして満足度を UP
様々なコーティング関連商品が市場に溢れています。各メーカーの製品自慢
だけでは、その良し悪しは判断できません。ニーズに合致しているかどうか
で製品の評価や満足度が大きく変わります。弊社では特徴を明確にしたライ
ンアップで貴方のニーズに応えます。

G-LUSTER COAT グラスターコート

TYPE- α タイプα

シロキサン結合（Si-O-Si）を主骨格とする無機
皮膜に有機撥水成分を付与したハイブリッド 2
液型コーティング剤です。最高ランクの撥水性
能はカーオーナー様の満足度を高めます。硬化
安定までの時間が短くムラになりにくいため、
短い納期で施工が可能です。

TYPE-B タイプ B

無溶剤高濃度タイプの 1 液型コーティング剤で
す。一度で 2 μ以上の皮膜を形成でき、深みの
ある光沢が得られます。溶剤に弱いポリカーボ
ネートへの密着も良好で、ヘッドライト黄ばみ
防止にも使用可能。TYPE-A 同様、メンテナン
スコート剤で撥水性能を高められます。

TYPE-A タイプ A

極限まで低分子化された緻密かつ丈夫な皮膜を
形成する原料に無機骨格にウロコを防ぐ有機成
分を付与した 1 液型コーティング剤です。施工
性・保存性・耐洗車機性・防汚性などに優れる
低撥水タイプですが、付属のメンテナンスコー
ト剤で撥水性能を高められます。

完全硬化型ガラス系ボディコーティング剤

容量
50ml

製品コード 内容量
H0201 50ml

製品コード
H0301H0301

メンテナンスキット
施工後の性能維持のために必要な材料を、タイ
プごとにコンパクトにまとめました。セット内
の製品は全て単独でも販売可能です。

スターターセット
初めてコーティングを施工する方のために、作
業に必要な資材を一式揃えたセットを用意して
います。施工証明書、ステッカー付き。

施工証明書・ステッカー
施工証明書と専用ステッカーは、スターター
セットにのみ付属しています。通常はコーティ
ング剤とは別売で用意しています。

製品コード
H1001（TYPE- α用）
H1002（TYPE-A 用）
H1003（TYPE-B 用）

製品コード
H2001

G-LUSTER コート性能比較表       
コーティング選びの参考データを表にまとめました。上記の製品説明もご覧のうえ、カーオーナーのニーズに合致するタイプをお選び下さい。  

製品名 撥水性 膜厚 限界硬度 耐ウォータースポット 保存性 施工難易度 硬化時間 メンテナンスセット

TYPE- α ◎ 1 μ以下 7H 以下 △
×

◎ 〇 あり（別売）
混合後

TYPE-A
〇

1 〜 2 μ 7H 以上 ◎ 〇 〇 △ あり（別売）
メンテナンスコート使用時

TYPE-B
〇

2 μ以上 7H 以上 〇 〇 △ △ あり（別売）
メンテナンスコート使用時

◎特に優れている　〇優れている　△普通　注：評価は弊社製品での比較による       

＊ TYPE- αは主剤と硬化剤の 2 液に分かれています。混合しなければ長期保存が可能です。       
＊ TYPE-A および B は 1 液タイプです。硬化剤は必要ありません。        
＊ TYPE-A および B は硬化後に付属のメンテナンスコートを塗布することで
 撥水性と耐ウォータースポット性能を強化する W コートシステムを採用しています。 
＊ G-LUSTER コートは適正な下地処理と正しい施工により初めて所定の効果を発揮することができます。
 必ず専用マニュアルに沿って作業を行って下さい。        

H0201

〒 194-0033　東京都町田市木曽町 499-1

https://gt-2003.co.jp/販売元

施工日 年 月 日

氏名

住所

電話番号
TEL-1:

TEL-2:

E メール

車種

登録番号

車台番号

外装色

初度登録 年 月

備考

施工店名

グラスターコート

施 工 証 明 書

高耐久性自動車用コーティング剤

コート

施 工 証 明 書

担当者印

TYPE-α TYPE-A TYPE-B

GT.indd   2-3 2017/08/02   13:33
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PROMOTION
TOOL for G-LUSTER COAT
グラスターコート販促ツール

製品コード
H0001（A）
H0002（B）
H0003（C）

製品コード H0011 製品コード H0012

製品コード
H0013（施工証明書）
H0014（ステッカー）

グラスターコートの施工店様がユーザーにお勧めしや
すいように、販促ツールを用意しました。

のぼり

卓上 POP 三つ折りパンフ

施工証明書・ステッカー

ユーザーにアピールする
ためには、今も昔ものぼ
りは効果的です。キャッ
チフレーズは A/B/C の
3 種類用意しました。

G&T 完全硬化型ガラス系ボディコーティング剤

グラスターコート αTYPE-

撥
水
か
、
硬
さ
か
、

樹
脂
へ
の
密
着
性
か
。

も
う
迷
う
必
要
は
な
い
。

注：上記価格は施工料金の目安です。実際の料金は、車
検証記載の車体寸法やエアロパーツの有無によって異
なります。また、お車の年式や塗装の状態により、下地
調整の価格が異なりますので、施工料金は現車を確認
の上で提示させて頂きます。ご不明な点がございまし
たら、遠慮なくご相談下さい。

施工料金の目安

SS （ミラ、ワゴンRなど） 

円より

S （N-BOX、ノートなど） 

円より

M （プリウス、シエンタなど） 

円より

L （ヴェゼル、クラウンなど） 

円より

LL （セレナ、CX-5など） 

円より

XL （ランドクルーザー、ハイエースなど） 

円より

TYPE別　施工料金表

いずれのTYPEもコーティング施工前の
下地調整が非常に重要です。
お好きなTYPEが決まりましたら、
高機能コーティング施工技術店の
当店にお任せ下さい。。

コーティング＝撥水をイメージする貴方にお勧めなのが
TYPE-αです。無機ガラスコーティングの表面に強制的に撥
水基を付加することにより、国内最高ランクの撥水性を実現し
ました。専用リンス剤でのお手入れで、手軽に長期間の撥水
をお楽しみいただけます。

撥水強化
タイプ

BTYPE-

コーティングの膜厚と樹脂部品に対しての密着性を重視した
タイプです。ヘッドライトの黄ばみ防止や無塗装樹脂の白化
防止・ツヤ復元など、塗装面以外の部分施工にもお勧めです。
無機コーティングでは最高クラスの膜厚（2ミクロン以上）を
形成します。

膜厚強化
タイプ

ATYPE-

専用メンテナンス剤によるWコートシステムの採用で、イオン
デポジットの固着を最少限に留めることに成功しました。撥
水力はTYPE-αに譲りますが被膜硬度（最大7～8H）と耐久性
は一枚上手です。塗膜保護とメンテナンス性を第一に考える
貴方にお勧めします。

被膜強化
タイプ

グラスターコートと
他のコーティング剤は
どこが違うの？

　ボディコーティング剤は大きく分けて、完全硬化
するものとしないものの二つに分類できます。
　完全硬化し、なおかつガラスの性質に似た無機
質な皮膜を形成するものが、いわゆるガラス系ボ
ディコーティング剤です。従来の完全硬化しない
有機ポリマーコートやワックスと比べ、劣化の原
因である紫外線や酸化物質に対して優れた耐性
があり、水アカなどの汚れが付きにくく、物理的に
傷つけない限り数年経過しても硬化物は劣化しま
せん。もちろんシャンプーなどの洗剤で分解する
こともありません。
　そんな優れたガラス系ボディコーティング剤で
も、撥水性、硬度、耐ウォータースポット性など、課
題がないわけではありません。一般的なガラス系
ボディコーティング剤は、前述の課題を解決する
ため、それぞれの課題にある程度妥協し、すべて
にそこそこの性能を発揮する設計になっていま
す。
　「グラスターコート」がガラス系ボディコーティ
ング剤の中でも特に優れている点は、ユーザー様
の最も大切なニーズごとに、妥協のない設計のコ
ーティング剤を用意していることです。貴方のニー
ズと用意されたTYPEが合致すれば、必ずご満足
いただけることと確信しております。

貴方は
どのＴＹＰＥを
選びますか？

siloxane

OO

OO

OO

O

O

Si

Si

Si

O

O

Si

Si

Si

O

O

Si

Si

Si

silicon

oxygen

撥
水
か
、
硬
さ
か
、
樹
脂
へ
の
密
着
性
か
。

も
う
迷
う
必
要
は
な
い
。

メンテナンスキットで
コーティング効果が
長期間持続する！

　「グラスターコート」には、コーティングに優しい専用の中
性シャンプーと、コーティング TYPE別の専用保護剤、それ
ぞれを使用するための専用スポンジをセットにした「メンテナ
ンスキット」が別売で用意されています。
　「グラスターコート」で無機系コーティング膜を形成すれば
長期間光沢を保持し、水洗いだけでほとんどの汚れを落とせる
ようになりますが、油分を完全に除去することはできません。
そのためには「メンテナンスキット」に付属のノンシリコンタ
イプ中性シャンプーで洗車するのが最も効果的で、コーティン
グ膜にもダメージを与えません。
　また、コーティングの撥水性能は、洗車では性能は低下しま
せんが、紫外線の影響や砂ボコリなどによる摩擦で劣化してし
まいます。しかしながら、各TYPE専用の保護剤を塗布すれば、
誰でも簡単に撥水性能を取り戻すことができます。

安心の施工証明書付き！

「グラスターコート」には、
確かな技術でコーティングが
施工された車両であることを
証明する施工証明書が付属さ
れます。

販売元
〒194-0033　東京都町田市木曽町499-1
TEL　042-810-3548　FAX　042-810-3549
https://gt-2003.co.jp/

SiG-LUSTER
COAT
グラスターコート

〒 194-0033　東京都町田市木曽町 499-1

https://gt-2003.co.jp/販売元
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来店者にさりげなくアピールできる卓上 POP は受注に向け
て極めて効果的なツールです。

グラスターコートの特
徴が TYPE 別に分かり
やすく説明されていま
す。

施工後の満足と安心の
ために、施工証明書と
高耐久ステッカーは必
需品です。

180cm

60cm

A B C
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製品コード 内容量
K0101 500ml
K0102 4ℓ
注：ガラスや金属に使用す
る場合は変色や浸食のリス
クがあります。商品ラベル
の説明書をよく読んで、自
己責任でご使用ください。

製品コード 内容量
H4101 450ml

製品コード 内容量
H4102 450ml

製品コード 内容量
H1001 30ml

製品コード 内容量
K0301 450ml
K0302 1ℓ

製品コード 容量
K0401 500ml

製品コード 容量
H4301 450ml
H4302 980ml
H4303 4ℓ

EASY COATING イージーコーティング

CLEANER クリーナー

スケイルクリーナー
固着したイオンデポジットを分解する酸性ク
リーナーです。従来のウロコ落としのような刺
激臭がなく、シャンプータイプで扱いも容易で
す。ガラス系コーティング剤を除去するのにも
役立ちます。

グラスリキッド
二次元構造のシリコンオイルタイプより耐久性
に優れた、三次元分子構造の非硬化型ガラス系
レジンコート剤です。スプレーして塗り延ばし
拭き取るだけの簡単な施工で、数ヵ月間撥水効
果が持続します。

グラスリキッド FX
グラスリキッドの三次元分子構造にフッ素を組
み込み、光沢感や施工時の滑り感、撥水性を向
上させました。耐久性はオリジナルに一歩譲り
ますが、塗り延ばしや拭き上げのしやすさなど
作業性に優れています。

レストアコート
硬化型ガラスコート剤をベースとした、白化し
た樹脂や劣化した艶消し塗膜の光沢復元用の
コーティング剤です。耐久性は 1 年以上と高く、
開封後も密栓すれば長期保存が可能です。

イオンクリーナー
pH12.5 以上の強アルカリ性イオンクリーナー
です。界面活性剤などの化学成分を含まないた
め安全で環境に優しく、内外装のあらゆる部品
を脱脂・洗浄できます。お得な詰め替え用 1ℓ
ボトルも用意しています。

G- コートシャンプー
脱脂洗浄に必要な成分のみを含んだ中性シャン
プーです。皮膜に優しくダメージを与えないた
め、ガラス系コーティングの下地処理やメンテ
ナンスに適しています。濃縮タイプで 100 〜
400 倍に希釈できますので経済的です。

シャインコート
フッ素樹脂ポリマーを配合したシリコンレジン
で皮膜を形成する、新タイプの撥水コーティン
グシャンプーです。シリコンオイルを付着させ
て撥水させる従来品に対し、ツヤの深み、耐久
性に優れています。

パワー・シールド
ノンシリコンの保護コート剤です。微粒子研磨
剤を配合することにより、バフ目や小傷をリア
ルに消しながら、同時にコーティングが完了し
ます。そのため、洗車後に傷が戻る心配があり
ません。

コーティングウォッシュ
強アルカリ性コーティングリムーバー。頑固な
汚れやワックスの除去にも威力を発揮します。
ガラスを侵す成分はなく、油膜落としにも使用
できます。コーティングによってはスケイルク
リーナーとの併用をお勧めします。

シャインリキッド
納車準備など短期間の保護に適したノンシリコ
ンのツヤ出し剤です。ガラス面に使用しても拭
き筋やギラつきが残りません。静電気防止効果
もありますので、車内の樹脂部品を清掃するの
にも役立ちます。

ハイウォッシュプラス
足付け能力の高いケイ素系研磨剤と、素材に優
しい炭酸カルシウム系研磨剤をブレンドした、
環境にも優しい水性・無リンの足付け洗浄剤で
す。泡切れが良くぬるつきも少ないため、下地
処理の作業効率が向上します。

汚れの種類と作業目的別に厳選

製品コード 内容量
H4002 490ml
H4003 190ml

製品コード 内容量
K0201 500ml

製品コード 内容量
H4201（スプレー） 450ml
H4202（詰め替え） 910ml

製品コード 内容量
J0101 800g
J0102 1.5kg
J0103 5kg

仕上げ作業の効率化と納車品質のレベル UP
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PUTTY
自動車補修用パテ

成形、仕上げ、樹脂補修…用途別に 3 タイプ
3 種類の個性的なパテで、厚付け、成形補修から仕上げまで、さらに樹脂部
品まで対応できる、コンパクトなラインアップが特徴です。

バンパーパテ
GT-FLEX
PP バンパーに直付けでき、フェザーエッジが
PP 素材と良く馴染みます。バンパー補修後に
パテ跡が出にくく、走行時の振動で割れにくい
のが特徴です。

製品コード 内容量
I3002 80g

製品コード 内容量
I0104 3kg

製品コード 内容量
I0103 3kg

GT-005
仕上げ用中間パテです。柔らかくヘラ延びを重
視した設計ですが、高性能低収縮樹脂を採用し
ており、塗り重ねても歪みにくいのが特徴です。
マイクロビーズを配合し、優れた研磨性ときめ
細かさを両立しました。（専用硬化剤…シクロヘ
キサノン、イエロー）

アルカーボ
成型から仕上げまで幅広く使用できる万能ポリ
エステルパテです。アルミフレークと炭素繊維
を配合し、厚付け時の強度や低収縮性を強化し
ました。また中空ビーズを含まず、耐久性・耐
水性にも配慮しています。（専用硬化剤…ベンゾ
イルパーオキサイド、ブルー）

サンマイト社 
サンディングペーパー
研磨剤が均等な厚みでコーティングされた、フィルム基材のサンディング
ペーパーは、耐久性（研磨持続性）に優れた性能を発揮します。ペーパー
基材タイプも研削性に定評があり、両タイプともハイグレードな製品設計
で、コストパフォーマンスにも優れています。ディスクタイプの他にロー
ルやベルト、角タイプなど様々な形状を用意しています。

イエローマウス

マウス型のユニークなハンドファイ
ルです。125 φのペーパーを折り曲
げてセットして使えます。マウス型
なので手が疲れず、とても使いやす
いのが特徴です。

フリースタイル
ハンドファイル
写真の通りファイルに切れ目が入っ
ているため、自然に曲面に追従しま
す。きれいな R 出しに便利です。も
ちろん、普通の平面用ハンドファイ
ルとしても使用できます。

製品コード 内容量
S0101（フィルム） 100 枚
S0102（紙） 100 枚

製品コード
P0101

製品コード
P0201（S）
P0202（M）
P0203（L）
P0204（LL）
P0211（あーるミニ）
P0212（あーる M）

製品コード
P0102

桐材の合板で作成された非常に軽くて使いやすいハンドファイルです。長時
間の使用でも手が疲れにくいため作業者の負担が軽減します。サイズは S、M、
L、LL の 4 種類。R 部分に考慮し縁を R 加工した「かるかるあーるファイル」
もあり、ミニと M の 2 種類があります。

かるかるファイル

SANDING
サンディング

下地処理の品質・作業性向上を実現
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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

22



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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Q1. 水性コンパウンドの特徴は？

A1. 弊社の「リアルカット」シリーズを例に挙げますと、同シリーズは正確には水性エマルジョ
ンタイプに分類できます。
　水性エマルジョンとは、油分と水が混ざる際に乳化剤の働きで水の分子が油の分子を取り
囲み、水との親和性が高まった状態です。もちろん、水に対して油分が多いと上手く取り囲
めず、研磨時のギラツキが多くなり、臭いも気になります。
　牛乳を例に挙げると分かりやすいと思います。牛乳は誰しも水性と思いますよね。しかし、
水分を取り除くとバターを作ることができます。つまり、油分が微粒化された状態で、水の
分子に取り囲まれていたのです。
　この考え方をコンパウンドに応用したのが「リアルカット」シリーズです。水と研磨剤だ
けでは研磨剤が沈殿して、いずれ固まってしまいます。できるだけ油分を抑えてエマルジョ
ン化したものが、水性コンパウンドです。

Q2. コンパウンドの研磨剤は、
通常タイプと破砕タイプ、

 どちらが良いのでしょうか？

A2. 一般的に、塗膜研磨用コンパウンドの研磨剤には酸化アルミニウム（アルミナ）が使わ
れています。アルミナは研磨しているうちに角が少しずつ取れて徐々に研磨力が落ち、傷も
入りにくくなっていきます。そのため安定した仕上がり品質が得られます。
　なお、焼成の状態の違いで、一定の圧力が掛かると比較的簡単に破砕するタイプもあります。
こちらは破砕するたびに角が出やすいため、研磨力を維持しながら粒径が徐々に小さくなり
ます。こちらは加圧の状態や研磨時間によりバラツキが出やすい傾向にありますが、コツを
つかめれば研磨性と仕上がりの両立が可能です。
　どちらも一長一短ありますが、弊社ではダブルアクションポリッシャーには破砕タイプの
研磨剤が適していると考えております。
　弊社では「リアルカット」シリーズには通常タイプ、その他のシリーズには製品ごとの使
用目的に適した、破砕度合の異なる研磨剤を配合しています。
　ですので研磨剤のタイプにこだわらず、実際に磨いた際の仕上がりがイメージと合致して
いるかを重視していただきたく思います。

Q3. ガラス系ボディコーティング剤には、
 セラミックコーティングや
 完全無機コーティングなど、
 様々な名称のものがありますが、

何が違うのでしょうか？

A3. まず、ほとんどのガラス系ボディコーティング剤に、完全無機のものはありません。主
骨格は無機結合 Si-O-Si（シロキサン結合）ですが、完全無機の被膜は塗膜との密着性や柔軟
性に欠けるため、完全なコーティング被膜として定着させるにはリスクが大きく、無機物の
結晶であるイオンデポジット（ウォータースポット）の付着も起こりやすくなります。その
ため、シロキサン結合に有機結合を組み合わせることで、無機物の耐久性と塗膜との密着性
を両立させています。
　この有機結合の付加のさせ方の違いが、各メーカーの製品の特性となり、撥水性や膜厚、
硬度などといった性能の違いとなっています。
　セラミックは本来、無機物の粒子を焼成した固形物のことですが、単に無機物の固体のこ
とをセラミックと呼ぶ場合も多いのが実情です。概して言えば、無機骨格を持つガラス系ボ
ディコーティング剤のことをセラミック系と呼んでもよいのかもしれませんが、有機結合と
の複合体ですから、それが厳密に正しいかは微妙なところです。
　ですから、キャッチコピーやネーミングに惑わされず、実際に施工した結果を観察するこ
とが重要です。硬度については、重ね塗りして厚みが増すと硬くなり、薄ければ硬度は出に
くくなります。一方、厚塗りすればするほどムラやクラックの発生リスクが高まりますので、
コーティング被膜の厚さは 1 〜 3 μ m 程度がベストだと思われます。

Q&A
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U-A53P-GT 
マイクロポリッシュセット
ミニ W アクションエアポリッシャー「U-A 
53P-GT」をベースに 40 〜 45 φのミニ
パッドや 50 φのマイクロバフを追加した
マイクロポリッシュセットです。通常のミ
ニバフよりさらにピンポイントで研磨でき
ますので、繊細な作業に適しています。新
たに高価なマイクロポリッシャーを購入せ
ずとも、「U-A53P-GT」のパッドを交換す
るだけで、50 φから 100 φまで各サイズ
のバフを使用できます。

新 製 品 情 報
G&T NEW PRODUCTS INFORMATION

⑨

①

②③④

⑤
⑥

⑦ ⑧

①オービタルサンダーU-62 オービット3㎜。非吸塵。研磨と仕上げに適した推奨機種です。
②G-CUTコンパウンド 100ml。ガラス研磨専用です。研磨と仕上げを1本で行えます。
③G-CLEANコンパウンド 100ml。手磨き専用です。ガラスやミラーの油膜取りに使用します。
④SCALE-クリーナー 100ml。ウロコ汚れを分解します。使用上の注意をよく読んでお使い下さい。
⑤SCALE-PAD（TYPE-A） 粗研ぎ用。頑固な汚れや、傷の除去に使用します。
⑥SCALE-PAD（TYPE-B） 中研ぎ用。頑固な汚れや、軽度の傷の除去に使用します。
⑦SCALE-PAD（TYPE-C） 仕上げ用。軽度の汚れや、A・Bでの研磨後に使用します。
⑧メンテナンススポンジ 手磨き用。SCALE-クリーナーと組み合わせて汚れの除去に使用します。
⑨リバーシブルクロス 表裏で生地が違い、コンパウンドの粉残り除去と仕上げの両方に使えます。
＊純水スプレー（サンプル品） 拭き上げ面に残留物が残りません。空容器は補水用にお使い下さい。
＊Wアクション用SCALE-DISC（TYPE-D） 77φ。別売オプションでご用意しています。

＊TYPE-Aはフェルト素材、
B・Cは特殊なポリウレタン
素材を使用しています。

GT-SCALING SET
ガラス面のウロコ汚れ処理
からワイパー傷などの小
傷、クリーナーによるシミ
や曇りまで幅広く対応でき
る、ガラス面専用の研磨＆
クリーナーセットです。詳
細なマニュアル付きで、初
めての方も安心して使用で
きます。

製品コード
F2001

GT スケーリングセット

今春発売予定
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