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木部補修剤セット

Ser vice-Kit

プロの補修技術者 ”ＲＥＦＩＮＩＳＨＥＲＳ”の必需品
ＤＥＬＵＸＥ ＆ ＳＰＥＣＩＡＬ
木部補修の特別セット

マイスターＤＸセット ＆ ＳＰセット
マイスターＤＸセットとＳＰセットは、プロの補修技術者が住宅内装造作材や木製家具等の補修
を行う上で必要不可欠な製品を取揃え、これから補修を始めようとお考えの方から既にプロとし
てご活躍されている方まで、ご満足頂けるマイスター推奨の特別セットです。

マイスター ＤＸセット
マイスターＤＸセットは、様々な木製品のダメージ
に幅広く対応可能な製品を取揃え、プロの補修
技術者から、これからプロの補修技術者を目指
す方に特にお勧めの特別セットです。
製品内容
ハードワックスｰジェイ

１ セット

スタンダードセット

ハードワックスｰジェイ

１ セット

テクニカルセット

スーパーハードワックス

１ セット

スタンダードセット

１ セット

ソフトワックス
スタンダードセット

スーパーマルチワックス

１ セット

スタンダードセット

カラーパレットセット
カラーリタッチ スタンダードセット
カラーインク スタンダードセット
グレインペンセット
ラッカースプレー

マイスター ＤＸセット

艶出し ３００ｍｌ

ラッカースプレー
5分艶消し ３００ｍｌ

１ セット
１ セット
１ セット
１ セット
１本
１本

リキッドサンドペーパーＪ ２２０ｍｌ
ＮＣソルベントＪ ２２０ｍｌ
電気ゴテ BE-200
パワーコントローラー ＰＣ-11
ワックスコーボルト
レベラー
レベラークリーナー
パワーグリップ （三角刀） 「小」
スクレーパー
フェルトブロック
スチールウール
コットンセットン （10枚入り）
カップ
赤てん筆 （ＮＯ,2 細 カラーパレットに含む）
収納ケースＤタイプ

１本
１本
１本
１個
１個
１個
１個
１本
１本
１個
１個
１ セット
１個
１本
１個

マイスター ＳＰセット
マイスターＳＰセットは、補修作業には欠かせない
使用頻度の高い製品を集約し、初心者から上級
者まで扱いやすい内容とした特別セットです。

製品内容
ハードワックスｰジェイ

１ セット

スタンダードセット

ハードワックスｰジェイ

１ セット

テクニカルセット

カラーパレットセット
ラッカースプレー

マイスター ＳＰセット

艶出し ３００ｍｌ

ラッカースプレー

１ セット
１本

１本
５分艶消し ３００ｍｌ
リキットサンドペーパーＪ ２２０ｍｌ １ 本
ＮＣソルベントＪ
２２０ｍｌ １ 本
１本
電気ゴテ BE-200

3

ワックスコーボルト
パワーグリップ （三角刀） 「小」
スクレーパー
フェルトブロック
コットンセット （10枚入り）
カップ
赤てん筆 （ ＮＯ,2 細 カラーパレットに含む）
ツールバック ＭＢ－４１０

１本
１本
１本
１個
１ セット
１個
１本
１個
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ハードワックス-ジェイ

Hard Wax-J

耐久性と作業性を兼ね備えたワックス

床・建具・家具等の
木製品の傷補修に
幅広く使用可能
＜製品の特性＞
・下地色に左右されない隠ぺい力
・線キズにも食いつく密着力
・環境と安全性を配慮した植物性カルナバ
ワックスが主成分
・充填後のテカリが少なく、塩ビ補修にも最適
・電気ゴテで溶解し使用
・ハードワックスｰジェイ同士の混色が可能
・表面への着色が可能 ・融点：約８０度
・補修用スプレー（エア・ベール）の上塗りが可能

ハードワックス-ジェイ ナチュラルバーチセット

ハードワックス-ジェイ スタンダードセット

ハードワックス-ジェイ ビーチオークセット

ハードワックス-ジェイ テクニカルセット

ハードワックス-ジェイ オプションAセット

ハードワックス-ジェイ ホワイトセット

ハードワックス-ジェイ オプションBセット

４
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ハードワックス-ジェイ

Hard Wax-J

光輝顔料＆半透明の特殊ワックスシリーズ

ハードワックス-ジェイ フラッシュクリアセット

ハードワックス-ジェイ カラークリアセット

光輝顔料
使用

特殊染料
使用

木材特有の「方向偏色」緩和にフラッシュクリアシリーズ
＜線キズ＞

従来製品で補修

フラッシュクリアで補修

＜打ちキズ＞

従来製品で補修

無垢材のクリア仕上げやクリア層の厚い仕上げを施した木製品の表面は、光の角
度により見え方が異なます。繊維に平行に光が当った場合には、その多くが正反射
し、繊維に垂直に光が入った場合には細胞壁側で光が散乱し強い反射を生じませ
ん。そのため充填補修を行った場合、見る方向により充填箇所とそうでない場所で
見え方が大幅に異なってしまう現象が起こります。このような現象を私達は「方向
偏色」と呼んでおり、補修には高度な技術を要していました。そこで弊社では「方向
偏色」を緩和し、高い仕上りを目指すため「光輝顔料」を配合した補修剤を開発し
「フラッシュクリアシリーズ」として商品化致しました。従来製品と組み合わせて使用
することで、「方向偏色」が緩和されこれまで困難であった部材に対しても補修の仕
上りが向上します。

フラッシュクリアで補修

透明感のある部材に半透明のカラークリアシリーズ
カラークリアシリーズは、ハードワックス-ジェイに特殊な染料を配合した半透明なワックスです。ハードワックスジェイだけでは、くすんで見えてしまう「深みのある色味」や「透明感のある部材」に併用することで、くすみを緩
和し仕上りを向上させることができます。染料の特性上、顔料（従来品）に比べ耐光性が劣っているため、直射
日光があたる場所では退色が起こりますので、必ずアクリルラッカースプレーなどでコーティングして下さい。

HOW TO REPAIR
ハードワックスｰジェイによる床傷補修の作業例
1

事前処理

4

傷の周囲のデコボコをワックスコーボ
ルトやスクレーパーを使い平らにしま
す。傷の中にぐらついている木片があ
れば取り除いて下さい。

2

3

表面処理
平滑になったことを確認し、スクレーパ
ーで、余分なワックスを削ぎ取り、さら
にリキッドサンドペーパーＪを含ませた
コットンでスクレーパーでは取りきれな
い油分をしっかりと除去します。

充填作業

5

傷周辺の色に近いワックスを数色選
び薄い色から電気ゴテで溶解しなが
ら充填します。必要に応じ、傷口を同
系色のカラーパレットで着色すること
で目止めと下地色の浮きを防止出来
ます。

木目の復元
木目が途切れている場合は、カラー
パレットなどの着色剤を使用して木目
描きを行います。

平滑作業

6

傷口からはみ出した余分なワックスを
ワックスコーボルトを使い削ぎ取り表
面を平滑にして下さい。

仕上げ
最後に傷の周辺の艶にあった部分仕
上用スプレーで艶調整と表面の保護
を行い完成です。

5
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スーパーハードワックス

Super Hard Wax

強度と耐久性に優れたワックス

＜製品の特性＞
・ ハードワックス-ジェイ に比べ強度と耐久性に優れ
ている
・安全性の高いパラフィンワックスが主成分
・電気ゴテで溶解し使用
・融点：約110度
・スーパーハードワックス同士の混色が可能
・表面への着色が可能
・補修用スプレー（エア・ベール）の上塗りが可能

床暖房や暖房器具の設置部周辺
直射日光の当たる場所に最適

スーパーハードワックス ナチュラルバーチセット

スーパーハードワックス スタンダードセット

スーパーハードワックス ビーチオークセット

スーパーハードワックス テクニカルセット

スーパーハードワックス オプション色

スーパーハードワックス ホワイトセット

スーパーハードワックス フラッシュクリアセット
光輝顔料
使用

6
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ソフトワックス

Soft Wax

軟質タイプのワックス
＜製品の特性＞
・軟質タイプで作業が容易 ・安全性の高いパラフィンワックスが主成分
・ワックスコーボルトで取り分けて使用 ・融点：約６０度
・ソフトワックス同士の混色が可能 ・表面への着色可能
・補修用スプレー（エア・ベール）の上塗りが可能

手足が触れることがなく、荷重の
加わらない場所の充填に最適

ソフトワックス
ホワイトセット

ソフトワックス
スタンダードセット

ソフトワックス
ナチュラルバーチセット

ソフトワックス
テクニカルセット

ソフトワックス
オプション色

7
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Super Multi Wax

スーパーマルチワックス
接着力と柔軟性が特長のワックス

＜製品の特性＞
・収縮のある場所でのすき間
埋めに最適
・柔軟性や粘着力が必要な場
所やCFシートなどの弾力性の
ある部材補修に最適
・電気ゴテで溶解し使用
・融点：約８０度
・マルチワックス同士の混色が可能
・表面への着色可能
・補修用スプレー（エア・ベール）の上塗りが可能

スーパーマルチワックス
スタンダードセット

How to repair : 補修手順
1

養生作業

2

充填作業

充填箇所の周囲にマスキングテープを
貼り、しっかりと養生をして下さい。また、
すき間が深い場合は、バックアップ材を
詰め必要以上にワックスが入り込まな
いようにします。

周辺の色合いにあったワックスを電気
ゴテで溶解し充填します。充填はコテで
押し込むように、少し多めに盛って硬化
する前にワックスコーボルトで押し込み
ながらすべらせて平らにして行きます。

スーパーマルチワックス
テクニカルセット

スーパーマルチワックス
ホワイトセット

3

4

余分なワックスの除去
スクレーパーで余分なワックスを削り取
り、滑らかになるように整えます。

表面処理
スクレーパーで取り除けなかった余分
な充填剤を、リキッドサンドペーパーＪを
使い丁寧に除去します。

5

スーパーマルチワックス
ナチュラルバーチセット

仕上げ
周囲のツヤに合った部分仕上用スプレ
ーで艶調整し完成です。

関連作業ツール
高温でも縮まない耐熱仕様の
バックアップ材。2.5～5mm程
度の隙間埋めに最適です。

耐熱バックアップ材
（１ｍ×５本入り）

8

※表示価格は、「税別」となっております。
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Wood Quick Filler

ウッドクイックフィーラー

速乾性で硬質。切削性の良い二液混合型ポリエステルパテ
＜製品の特性＞
・速乾で作業性が良い
・硬質な仕上がり
・切削性が良い
・カラーリタッチによる調色が可能
・上塗り塗装やタッチアップが可能

ウッドクイックフィーラー
主 剤 ：100ｍ ｌ
ホワイトセット 硬化剤：10ｍｌ
主 剤 ：100ｍ ｌ
ナチュラルセット 硬化剤：10ｍｌ

ウッドクイックフィーラー 主剤 100ｍｌ（単品）
【カラー】ホワイト・ナチュラル

ウッドクイックフィーラー硬化剤 10ｍｌ（単品）
【ホワイト】

【ナチュラル】

【ライトイエロー】

ウッドクイックフィーラー
50ｍｌ 主剤（単品）

ウッドクイックフィーラーは、屋内の木部補修用二液
混合型ポリエステルパテです。最大の特長は速乾
性。わずか約５分で硬化しはじめます。充填用ワック
スでは対応出来ない、大きなキズや角部の欠け補
修に最適な製品です。

関連作業ツール

【カラー】・ライトイエロー（半透明）

ウッドクイックフィーラー
350ｍｌ缶セット

ウッドクイックなど硬質パテの
粗削りや面出し作業に最適。

主剤：350ｍｌ・硬化剤：10ｍｌ

【カラー】

・ホワイト・ナチュラル
・ライトイエロー（半透明）

フィラープレーナー
ウッドクイックフィーラー 350ｍｌ缶 主剤 （単品）

ミニクリーニングブラシ

【カラー】ホワイト・ナチュラル・ライトイエロー（半透明）
※フィラープレーナーとミニクリーニングブラシは別売りです。
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カラーチャート

COLOR CHART

色選びに便利なカラーチャート

色選びや色確認に便利なカラーチャート。実物を充
填または塗装し作成しております。さらに、コンパクト
で利便性と携帯性にも優れています。

充填用ワックス
共通カラーチャート

カラーリタッチ・インク用
カラーチャート
カラーリタッチ全31色、 カラーインク全18
色を実際に塗装して作ったカラーチャート

「ハードワックス－ジェイ 」 「ソフトワックス」
「スーパーハードワックス」「マルチワック
ス」 共 通 の カ ラ ー チ ャ ー トです 。

カラースプレー用
カラーチャート

【全9種】
・スタンダードセット色
・テクニカルセット色
・ホワイトセット色
・ナチュラルバーチセット色
・ビーチオークセット色

・フラッシュクリアセット色
・カラークリアセット色
・オプションＡセット色
・オプションＢセット色

カラースプレー（顔料系）全6色、 カラース
プレー（染料系）全9色、プラサフスプレー、
サフェーサースプレー全3色、他を実際に塗
装して作ったカラーチャート

※このカラーチャートは、「ハードワックス－ジェイ」を充填しておりますので、ワックス
の種類によって色や艶が、多少異なる場合がございます。
※ワックスの各シリーズによって、製品化されていないセット（色）がございます。

※各カラーチャートは手作りの為、精度に若干のバラつきがございます。
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カラーパレット

Color Palette

作業性の良いパレットタイプの固形顔料着色剤

顔料
＜製品の特性＞

・作業性と携帯に優れた固形着色剤
・2種類のセット、全２４色のカラーバリエーション
・カラーチップは、NCソルベントJで溶解し
簡単に着色作業が出来ます
カラーパレットセット 12色
色番号：104・110・138・141・157・159
201・300・905・907・909・980

How to repair : 補修手順
1

2

セット内容：カラーチップ 12色・赤てん筆（細） ＮＯ，2 1本・透明フィルム 1枚

カラーチップの溶解
カップに入れたＮＣソルベントＪで筆を
浸しカラーチップを溶かして下さい。

色作り
着色に必要な色を選び、透明フィルム
の上に取り分け、色作りを行います。

カラーパレットプラスセット 12色
色番号：103・105・114・119・137・144
156・163・164・178・303・752
セット内容：カラーチップ 12色・赤てん筆（細） ＮＯ，2 1本・透明フィルム 1枚

3

カラーチップ（単品） 全24色

色あわせ
作った色が、傷の周辺や木目の色合
いと合っているか確認します。

【カラーチャート】

4

5

104

110

138

141

157

159

201

300

905

907

909

980

103

105

114

119

仕上げ

137

144

156

163

着色が終わったら、補修面を保護する
ために、補修用スプレーを噴き付けて
完成です。

164

178

303

752

着色
細かな点や線を使って、明るい色から
暗い色へと着色していきます。筆先に
着色剤が付き過ぎないようにコットン
等で余分な着色剤は拭き取って下さ
い。

※このカラーチャートは印刷による表現ですので、製品の色とは
差があります。
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カラーインクパレット

Color Ink Palette

作業性・携帯性に優れた固形タイプの染料系着色剤

染料
＜製品の特性＞

・光沢感のある部材への着色に最適
・濃い色・明るい色の部材の着色に最適
・カラーバリエーションは全18色
・速乾性で上塗りも可能
・携帯に便利な固形タイプ
・着色量（面積）は、カラーインクの２倍
・透明感のある着色が可能
・ＮＣソルベントJで希釈可能

カラーインクパレットセット 12色
色番号：103・106・109・110・113・114
119・138・143・159・178・303
セット内容：インクチップ 12色・赤てん筆（細） ＮＯ，2 1本・透明フィルム 1枚

インクチップ（単品） 全1８色
【カラーチャート】

顔料

と

染料

103

106

109

110

113

114

119

138

143

159

178

303

の使い分け

「顔料」は隠ぺい力と密着力が強く、さらに耐久性・耐候性に
優れている為、木部の着色には最適な着色剤です。しかしな

＜その他のカラーバリエーション＞

がら、クリアー塗装の厚い部材や光沢の強い部材（框・床柱・
地板・家具等）には光沢感のある「染料」を使用することで完

137

157

909

980

905

907

成度を上げることが可能です。また、「顔料」は重ね塗りのしす
ぎや方向偏色により、着色跡が「白く浮いて」見えてしまう場
合があります。そのような場合に「染料」を使用することで白浮
きを防止することも可能です。※液体タイプの染料（カラーインク）に

※このカラーチャートは印刷による表現ですので、製品の色とは
差があります。

は、樹脂が含まれていない為、密着力がありませんので仕上用スプレーでし
っかりコーティングして下さい。

＜カラーパレット・カラーインクパレット関連製品＞
カラーパレット・カラーインクパ
レット共通の専用パレットケース

パレットケースに着脱可能な
専用トレー。

＜使用例＞

パレットケース

パレットトレー

11

「パレットケース」に「パレットトレー」を取り付ければ
２段重ねのパレットに。２段にすれば２４色のチップが
収納でき、持ち運びにも便利です。

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

カラーリタッチ

Color Retouch

液体タイプの顔料系不透明着色剤

顔料
＜製品の特性＞
・全31色のカラーバリエーション
・速乾性で上塗りも可能
・容器は携帯に便利なミニボトル
・不透明な着色がされている部材の
タッチアップに最適
・ＮＣソルベントＪで希釈可能

カラーリタッチ スタンダードセット
２０ml×12色
色番号：104・110・138・141・157・159
201・300・905・907・909・980

カラーリタッチ ホワイトセット ２０ml×６色
色番号：３００・350・352・354・511・514

カラーリタッチ プラスセット
２０ml×12色

光輝顔料
使用

色番号：103・105・109・113・114・119
137・156・162・163・178・303

カラーリタッチ （フラッシュクリア）
色番号：Ｐ-01（シルバー） ・Ｐ-02（ゴールドシルバー）

【カラーチャート】
104

110

138

141

103

105

109

113

350

352

354

157

159

201

300

114

119

137

156

514

Ｐ-01

Ｐ-02

シルバー

シルバーゴールド

303

※このカラーチャートは印刷による
表現ですので、製品の色とは差が
あります。

905

907

909

980

162

163

178

511

注意：ご使用前に攪拌が必要です。しっかりと蓋を締めたことを確認し、容器を上下に良く振って、攪拌玉の音が聞こえてから20回以上攪拌してからお使い下さい。
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※表示価格は、「税別」となっております。

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

カラーインク

Color Ink

液体タイプの染料系透明着色剤

染料
＜製品の特性＞
・光沢感のある部材への着色に最適
・濃い色・明いる色の部材の着色に最適
・カラーバリエーションは全18色
・速乾性で上塗りも可能
・容器は携帯に便利なミニボトル
・透明感のある着色が可能
・グレインペンの補充液として利用出来ます
・ＮＣソルベントJで希釈可能

カラーインク スタンダードセット
２０ml×12色
色番号：103・106・109・110・113・114
119・138・143・159・178・303

【カラーチャート】
103

106

109

110

905

907

113

114

119

138

137

157

303

※このカラーチャートは印刷による
表現ですので、製品の色とは差が
あります。

909

980

カラーインク オプション色
色番号：905・907・909・980・137・157

143

159

BESCO

178

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

グレインペン

Grain-Pen

すり傷の着色や木目描きに便利な染料ペン

染料

＜製品の特性＞
・ペン先は引っかき傷や擦れた部材の
着色に便利な幅広と木目描きに便利
な細目がついた便利な設計
・カラーバリエーションは全15色
・速乾性で上塗りも可能
・カラーインクで簡単に液補充が可能

ペン先

幅広

グレインペンセット 12色
色番号：103・106・109・110・113・114
119・138・143・159・178・303

細目

グレインペン オプション色
色番号：137・157・980
浅いスリ傷は、ペンで塗りつぶさず薄塗
りした後すぐにコットンで拭き取り、傷に
薄く染料を染みこませるだけで傷が目
立たなくなります。

同じ色番号のカラーインクで着色液を
補充する事ができます。
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グレインペン ペン先セット
（幅広：3本 細目3本）

※表示価格は、「税別」となっております。

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

エア・ベール 部分仕上用

Air・Veils

ラッカースプレー
薄膜タイプのラッカースプレー

＜製品の特性＞
・補修面の艶調整・保護に最適
・扱いやすい薄膜タイプ
・速乾性で上塗りも可能
・アクリルタイプに比べ乾燥が早い

エア・ベール

ラッカースプレー 艶出し：３００ｍｌ
３分艶消し：３００ｍｌ

＜乾燥の目安＞
・約３～５分でダスティドライ状態と
なり、１５分後には手で触れても大
丈夫です。

５分艶消し：３００ｍｌ
Ｆ☆☆☆☆登録商品

＜艶感の目安＞
全艶消し

５分艶消し
艶出し
７分艶消し
３分艶消し

BESCO

７分艶消し：３００ｍｌ

全艶消し：３００ｍｌ

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

エア・ベール 部分仕上用

Air・Veils

アクリルスプレー
ラッカースプレーのハイグレードタイプ

＜製品の特性＞
・補修面の艶調整・保護に最適
・扱いやすい薄膜タイプ
・速乾性で上塗りも可能
・ラッカータイプに比べ塗膜が強く
耐久性・耐候性に優れている
・ラッカータイプに比べ黄変しにくい
・白系や明るい色の部材に最適

エア・ベール

アクリルスプレー 艶出し：３００ｍｌ
３分艶消し：３００ｍｌ

５分艶消し：３００ｍｌ

＜乾燥の目安＞
・約５～10分でダスティドライ状態と
なり、20分後には手で触れても大
丈夫です。

Ｆ☆☆☆☆登録商品
（艶出し・3分艶消し・5分艶消し・7分艶消し・全艶消し）

７分艶消し：３００ｍｌ

全艶消し：３００ｍｌ

＜艶感の目安＞
５分艶消し
全艶消し
艶出し
超艶消し
７分艶消し
３分艶消し

超艶消し：３００ｍｌ
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BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

コーティングスプレー

Air・Veils

鏡面仕上げ用スプレー
＜製品の特性＞

コーティングスプレーは、アクリルラッカー系塗料を使用し、部分仕上用スプ
レーに比べ強く厚い塗膜で塗装が可能な設計になっています。光沢度が高
いので鏡面仕上げに適しており、クリアー層の厚い部材や広い面積の補修
塗装にも最適です。

・光沢度が高く鏡面部材に最適
・強く厚い塗膜で塗装が可能
・アクリルラッカー系塗料

コーティングスプレー
超艶出し 300ｍｌ

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

エア・ベール 補修用

Air・Veils

サンジングシーラー
凹凸平滑作業に最適なサンジング用スプレー

＜製品の特性＞

サンジングシーラースプレーは、補修面や塗装面の平滑作
業に最適なスプレーです。肉持ちがよく研磨しやすい塗料
を使用しておりスプレー後に表面を研磨することで、凹みや
細かな傷を平滑にすることができます。

・凹凸の平滑化・面出しに最適な中塗りスプレー
・肉もちが良く研磨がしやすい
・浅い凹みキズ補修に便利

How to use : 作業手順
④
②

サンジングシーラースプレーをキズ周辺
にスプレーします。

①

養生テープを張り、ピースで見切ります。

②

⑤
②

サンジングシーラースプレー：３００ｍｌ

表面の乾燥後、水を含ませたサンドペー
パー（＃４００～８００）で研磨して下さい。

⑥
②

ＳＤサンジングスプレー：３００ｍｌ
キズを中心にサンドペーパーで目粗しを
して下さい。

③
②

ウルトラリムーバーで汚れや油分を除去
し、養生シートで養生をして下さい。

平滑になったことを確認しラッカースプ
レーもしくはアクリルスプレーで艶調整を
行って下さい。

＜製品の特長（塗膜厚）＞
サンジングシーラースプレー：標準タイプ

⑦
②

ＳＤサンジングスプレー：厚膜タイプ

乾燥したら完成です。
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※表示価格は、「税別」となっております。

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

BESCO

フラッシュクリアスプレー

Flash Clear

光輝顔料（パール粉）配合スプレー

＜製品の特性＞
・微量の光輝顔料（パール・他）を配合
・方向偏色する部材の仕上り調整に最適
・アクリルラッカー系塗料

フラッシュ・クリアスプレーは、アクリルラッカー系（クリア・艶出し）塗料に、微量の光
輝顔料（パール粉・他）を配合した製品です。方向偏色する部材や光沢感の強い
部材に軽く塗布する事で光輝顔料が微妙な光沢を放ち、仕上がり感に変化を与え
ます。また、木材特有の光沢感の再現やカラー塗装時に上塗りすることで、発色に
変化を与え微妙な色の再現が行なえます。

フラッシュ・クリアスプレー
300ｍｌ
光輝顔料
使用

シルバー・シルバーゴールド

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

エア・ベール 顔料系

Air・Veils

カラースプレー

システム家具での需要が多いホワイト色スプレー

＜製品の特性＞
・アクリルラッカー塗料を使用
・速乾性で上塗りも可能
・補修に適した隠ぺい力を実現

カラースプレー
（顔料系）：３００ｍｌ

【カラーチャート】
R-300

R-350

R-514

R-752

R-354

R-511

※このカラーチャートは印刷による表現ですので、製品の色とは
差があります。

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

エア・ベール 染料系

Air・Veils

カラースプレー
部分塗装に最適な着色スプレー

＜製品の特性＞
・艶有りラッカー系塗料を使用
・速乾性で上塗りも可能
・非トルエン・非キシレン塗料

カラースプレー
（染料系）：３００ｍｌ

【カラーチャート】
I-110

I-113

I-138

I-143

I-159

I-178

I-303

I-980

I-157

※このカラーチャートは印刷による表現ですので、製品の色とは
差があります。
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ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

ノンブラ

Non-Blushing

＜製品の特性＞
・白化（ブラッシング）の緩和に最適
・塗装面のザラツキ、ミスト跡、塗装
ムラ、艶ボケの緩和に

塗装不良緩和・防止スプレー
ノンブラスプレーは「エア・ベール、アルプラス、CVウレタン」など、ラッカー・アクリル・ウレタン系
塗料に対応した塗膜調整用スプレーです。塗装した塗膜が白化（ブラッシング）してしまった場
合には、塗膜が乾く前にスプレーすることで症状を緩和することが出来ます。また、塗装面にザ
ラ付きがある場合も、荒れを抑えなじませることが出来ます。補修塗装時には、新・旧塗装の境
に塗布することで輪郭部のぼかし効果や艶ボケをなじませることも可能です。

ノンブラスプレー 300ｍｌ

ゆず肌

白化現象（ブラッシング）

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

サフェーサースプレー

Surfacer

下地調整用塗料スプレー

＜製品の特性＞
・小キズを埋め塗装面を平滑に
・白・ベージュ・シルバー及び明度の
高い部材の下地塗装に最適

「サフェーサースプレー」は、肉もちが良く研磨性が高いので、細かな凹凸を埋め、サンディング
によって容易に塗装面を平滑にすることが可能な下地調整用塗料スプレーです。さらに、上塗
り塗料の「発色向上」「密着力の向上」「目止め効果」を得ることができ、隠ぺい力の弱い白や
シルバーだけでなく、下地色に影響されやすい赤や黄色など、明るい色を塗装する際に下地
色に左右されない上塗り塗装が行えます。

・メラミン化粧板・デコラ板・アルミサ

サフェーサースプレー

ッシに使用可能

300ｍｌ

【カラーチャート】
白

511

514

※このカラーチャートは印刷による表現ですので
製品の色とは差があります。

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

マルチプライマー

Multi Primer

密着剤スプレー

＜製品の特性＞
・木材塗装面・金属・プラスチックなどの
上塗り塗装へ強力な密着力を発揮
・カラー塗装の密着処理に最適

マルチプライマースプレーは、上塗り塗料の密着を高める為に使用する密着剤スプレーです。
塗装面のペーパー研ぎをせずに、上塗り塗料へ強力な密着が得られます。

マルチプライマースプレー
300ｍｌ
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BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

ハンディーベール

Handy Veils

刷毛と塗料が一体となった水性ウレタン

＜製品の特性＞
・刷毛一体型専用ツールで簡単にウ
レタン塗装ができます
・ラッカーより強い塗膜で耐久性抜群
・環境対応型水性ウレタン塗料使用
・乾燥後の重ね塗りができ、艶を組み
合わせて調整することもできます

ハンディーベールセット （30ml × ５艶）

How to use : 作業手順
1

養生・サンジング

2

塗装準備

塗装前、塗装する周囲を必ずマスキングテープ
等で養生して下さい。塗装面をサンドペーパーで
サンジング（足付け）して下さい。または、マルチ
プライマースプレーをスプレーすると、同様の効
果が得られます。サンジング後、ウエスにリキッド
サンドペーパーＪ等を含ませて拭いて下さい。

キャップをしたまま、本体をよく振って下さい。キャ
ップを取り、本体後端を押すと、液体が飛び出し
ますので必ず養生した中で押して下さい。（キャ
ップをとる際は、絶対に回さずにキャップを取って
下さい。無理に回すと、壊れる恐れがあります。）

グロス（つや出し）・マット（３分消し）・マット （５分消し）
マット（７分消し）・マット（全消し）

塗装作業

3

筆先に液体が行き渡ったことを確認し液体を素
早く全面に塗布して下さい。

関連製品

手軽に塗れるミニボトル入り
木部コーティング用水性ウレ
タン

仕上げ

4

マスキングテープを剥がし、水を含ませたウエス
等で周囲に付いてしまったハンディーベールを
拭き取って下さい。その後、乾燥すれば完成で
す。（ダスティドライは、約15～２０分。完全硬化は
常温で約12時間以上を必要としますので、塗装
後の歩行には十分注意して下さい。）

BESCO

ハンディーベール・単品 （30ml）

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

POLISH MILKY

ハンディーコート

「艶出し」「５分艶消し」「全艶消し」

ポリッシュミルキーリキッド

鏡面部材・塗膜研磨用液体コンパウンド
＜製品の特性＞
・鏡面部材の浅い線キズの除去
・木工塗装面の平滑化に
・塗装面の磨きに

関連作業ツール
ポリッシュミルキーリキッド
を使用したポリッシュ作業
に最適な大きさのフェルト
ブロックです。

ポリッシュ用フェルトブロック

ポリッシュ用フェルトにコ
ルクブロックをつけたこと
で、適度な力加減で作
業が行えます。

ポリッシュコルクブロック （フェルト付き）

18

P-1【極細目】

P-2【超微粒子】

研磨性の高い超高研磨微粒
子により仕上り目も非常に細か
く、ふき取りも容易な液体「つや
出し＆コンパウンド」です。

優れた研磨性でバフ目消しに
最適。P-1使用後に使うのが効
果的です。

ポリッシュミルキーリキッド P-1 【極細目】 100ml
ポリッシュミルキーリキッド P-2 【超微粒子】 100ｍ ｌ

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

リキッドサンドペーパーJ

L-Sandpaper J

液体タイプのサンドペーパー

＜製品の特性＞
・余分な充填剤の除去に最適
・油脂成分の溶解洗浄力を向上させ

リキッドサンドペーパーＪ

下地塗装もいためづらくなっています

リキッドサンドペーパーＪ

リキッドサンドペーパーＪ

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

４０００ｍｌ

着色剤の溶解及び希釈専用溶剤

・カラーチップを溶解する専用の溶
剤です
・カラーリタッチやカラーインクの希
釈用溶剤としても使用出来ます

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

ＮＣソルベントＪ

２２０ｍｌ

ＮＣソルベントＪ

11００ｍｌ

ＮＣソルベントＪ

４０００ｍｌ

ウルトラリムーバー

Ultra Remover

内装造作剤用の汚れ取りスプレー

＜製品の特性＞
・表面塗装をいためづらい適度な溶
解力で汚れを除去
・ミニスプレーボトルで携帯に便利

11００ｍｌ

NCソルベントJ

NC Solvent J

＜製品の特性＞

BESCO

２２０ｍｌ

造作材の汚れ、こびり付いたコーキング、テープのはがし跡等を
表面塗装をいためずに除去出来る画期的なスプレー。
ウルトラリムーバー
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電気ゴテ ＢＥ-200

Electric Iron

充填作業に最適な専用電気ゴテ

意匠特許取得済製品

＜製品の特性＞
・充填用ワックスの溶解に最適な温度設定
・セラミックヒーターが出力を管理
・温度の立ち上がりが早い
・市販製品と比べて長寿命
・耐久性に優れた高性能モデル
・こて先は充填作業に最適な特殊形状

＜製品の特長＞

作業上のヒントと注意
1

ワックス調色する際は、傷の中で混合す
るのではなく、調合用の板やボードを用意
しその上で調色するか、薄い色から充填
し２・３色を重ねて充填すると微妙な色合
いが表現できます。

2

特殊形状をしたこて先を利用することで
ワックスによる木目の表現も可能です。こ
て先のエッジ部分にワックスを取り、木目
に沿ってこて先を軽く乗せます。

3

夏場や温度の高い時期、融点の低いワッ
クスを使用する場合、パワーコントローラ
ーでこて先の温度を調整することで、作
業性が向上します。

電気ゴテ ＢＥ-200は、充填用ワックス溶解
専用の補修ゴテです。溶解に適した温度設
定になっており、市販品のように高温になリ
過ぎて、充填作業中に部材を焦がしたり、
傷めたりすることが無いように設定されてい
ます。また、こて先は、充填用ワックスを利用
して木目描きが出来るよに、特殊形状にな
っています。

電気ゴテ ＢＥ-200

ワックスがこて先に付いたままの状態で
放置しておくと、焦げ付きの原因となり、ま
た他の色を使用する際などに、色が混ざ
り込んでしまいます。こて先は作業の度に
ウエス等で拭き取り、つねに綺麗な状態
で作業を行いましょう。

4

電気ゴテ用こて先「ＥＩ-Ｒ」
関連作業ツール

※下記製品は電気ゴテ専用です。
電気ゴテの使用電力を50～100％
の範囲で調整が可能。補修に必要
な電力の範囲でコントロールし充填
剤が溶け過ぎないように温度を調
整が出来ます。

※電気ゴテと電気ゴテ・ワイド４０及びワイド７５のこて先の互換性
はありません。

パワーコントローラー PC-11
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Electric Iron

電気ゴテ ワイドタイプ ＢＥ-300
クリアワックス充填作業専用電気ゴテ

＜製品の特性＞
・クリアワックスの溶解及び面出し専用
・本体は高出力30Ｗ
・ワイド40とワイド75のこて先は交換可能

＜注意＞
・高温設定の為、クリアワックス以外のワックスを溶解及び面出し作業を行うと
ワックス内の顔料が分離または変色する恐れがありますのでご注意下さい。
・面出し作業を行うと場合、必ず目立たない場所で部材の耐熱確認を行って
から作業を行って下さい。

電気ゴテ・ワイド40 「ＢＥ-300-40」

・ワイド40及びワイド75の本体 ＢＥ-300と電気ゴテ ＢＥ-200の本体は電圧が
異なっています。ワイド40・75のこて先を電気ゴテ ＢＥ-200に取り付けても、
ワックスの溶解できません。

交換用こて先 ＢＥ-300・500専用

※電気ゴテ ＢＥ-200 では利用できません。

電気ゴテ・ワイド75 「ＢＥ-300-75」
ワイド40用こて先 「ＥＩ-40」

BESCO

ワイド75用こて先 「ＥＩ-75」

ＷＯＯＤ ＲＥＰＡＩR

※電気ゴテと電気ゴテ・ワイド４０及びワイド７５のこて先の互換性
はありません。

温調ゴテ BE-500

Electric Iron

温度回復機能付き電気ゴテ
＜製品の特性＞
・温度回復機能付きで、連続作業時
も、こて先温度を維持します。
・140℃～290℃と幅広い温度領域
・夏場でも寒冷地でもストレス無しで
溶解作業が出来る。
・ワックスの種類や使用環境に合わ
せた温度設定が可能
・コントロールボックスで、電源のＯＮ
・ＯＦＦ切換が可能
・ワイド４０・75のこて先が装着可能

温調ゴテ BE-500は、安定した溶解作業が行えるように電子回路で温
度維持と熱回復力を行なう設計になっています。温度調整幅は１４０～2
90度に設定、充填用ワックスにあわせた細かな温度設定が行えます。
本体及びこて先は電気ゴテ ＢＥ-200 を同じ形状の製品を採用してお
り、使用感も変わりません。またワイド40やワイド75のコテ先も利用可能
で作業の幅も広がります。さらに低温設定にすれば、こて先での木目書
きなど細かい作業が行いやすく、縦面でワックスを溶解した際にはタレを
防ぎます。温度設定はコントロールボックスで行い、電源のON-OFF切り
替えも可能です。

温調ゴテ ＢＥ-500
※全長297㎜（コテ本体・コード含む）

コントロールボックスで
電源及び温度管理が
行なえます
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OneTouch Gas-Heater

ワンタッチガスヒーター

電源のない場所での簡易作業に最適
＜製品の特性＞
・片手で着火可能。こて先は用途に応じて５タイプから選択できます。
・通気フィルター付となり、耐久性が向上しました。

＜注意＞
・ワンタッチガスヒーターのご使用にあたっては、必ず専用のガス（GP-20）をご使用下さい。
他のガスを使用すると故障の原因となります。
・ワイド40・75はクリアーワックス専用です。こて先が高温になる為、クリアワックス以外のワック
スを溶解及び面出し作業を行うとワックス内の顔料が分離または変色する恐れがありますの
でご注意下さい。

「GH100-R」

「OG-R」

「GH100-40」

「OG-40」

ワンタッチガスヒーター

右利き用 「GH100-R」

ワンタッチガスヒーター

ワイド４０ 「GH100-40」

ワンタッチガスヒーター

右利き用こて先 「OG-R」

ワンタッチガスヒーター

ワイド４０用こて先 「OG-40」

「GH100-Ｌ」

ワンタッチガスヒーター

「OG-Ｌ」

「GH100-75」

左利き用 「GH100-Ｌ」

「OG-75」

ワンタッチガスヒーター

ワイド７５ 「GH100-75」

ワンタッチガスヒーター

ワイド７５用こて先 「OG-75」

標準価格：９，３００円 会員価格：７，４４０円
ワンタッチガスヒーター

左利き用こて先 「OG-Ｌ」

フィルターは本体とこて先を取り
付ける溝部に付いています。

「GH100-Ｓ」

「OG-S」

ワンタッチガスヒーター

剣形 「GH100-Ｓ」

＜フィルターの交換について＞

ワンタッチガスヒーター

剣形用こて先 「OG-S」

交換用フィルターセット

ワンタッチガスヒーター本体には、チリやホコリ、油分を含んだ煙などが通気口から本体内部
に侵入しないように「フィルター」が取り付けられています。エア・フィルターは下記の指示に
従い定期的に交換して下さい（交換の目安：２ヶ月もしくは３００時間）。

充填用ガス

ワンタッチガスヒーターの本
体のみで、こて先は付属致し
ません。

ワンタッチガスヒーター・ハンディー
メルター専用のガス。

ガスボンベ GP-20

「GH100」

ワンタッチガスヒーター

5枚入り

120ｇ

本体のみ「GH100」
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メルターＭセット

Melter M

長い距離のすき間埋めに最適なガンタイプの充填機
メルターMは、すき間埋め専用の充填機です。電気ゴテを使った充填
作業に比べ大幅に作業時間を短縮出来ます。充填剤は、スーパーマ
ルチワックスを利用する為、幅広い色選択が可能です。さらに本体に
あるタンク内でワックスを調色することも出来ます。

＜製品の特性＞
・すき間埋めの作業時間が大幅に短縮可能
・充填剤はスーパーマルチワックスを使用
・スーパーマルチワックス4本で、連続約7ｍの
すき間埋めが可能 （断面２mm×２ｍｍの場合）
・コードの長さは5ｍ、ＯＮ/ＯＦＦスイッチ付き

How to use : 作業手順
1

準備１

2

準備２

3

本体からピストンを外します。トリガー
を引きながら、ピストンの後部をまわ
し、その後、ピストンを引き抜いて下
さい。

メルターＭセット Ｖｅｒ.2

本体のタンク内に、スーパーマルチ
ワックスを1～4本程度投入し、ピスト
ンをはめ込んで下さい。

メルターＭ本体
１台
メルターM洗浄用ワックスセット 1セット
回収用パックセット
1セット

メルターＭ洗浄用
ワックスセット （20本）

充填作業

色替えや使用後に本体内に残
ったワックスを洗い流す為に使
用する洗浄用ワックス。

トリガーを引くと、スーパーマルチワッ
クスがでてきますので、後は隙間の
巾や深さを考慮し、トリガーを引く強
さと移動のスピードを調整しながら
充填して下さい。

回収用パックセット
（外箱：1個・パック：10個）

4

本体内に残ったワックスを回収
し再利用する為に使用する紙
パック。

仕上げ
充填後、やや硬くなった時点で、ワッ
クスコーボルトで余分な部分を粗削
りし、その後、スクレーパーで綺麗に
削ぎとって下さい。最後に部
分仕上用スプレーで保護艶
調整し完成です。

関連作業ツール
耐熱バックアップ材
（1ｍ×5本入り）
高温でも縮まない耐熱仕様のバ
ックアップ材。2.5～5mm程度の
隙間埋めに最適です。

＜使用にあたって＞
充填剤は、スーパーマルチワックス 全80色の中から
選択し、ご使用下さい。
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ハンディーメルター

Handy Melter

コードレスタイプのすき間埋め専用充填機

＜製品の特性＞
・コードレス（ガス燃焼式タイプ）で作業性がアップ
・サーモスタット付きで、最適な粘度を保持
・専用サイズのスーパーマルチワックスを使用
・１回の充填で連続約3ｍの隙間埋めが可能

ハンディーメルターセット
ハンディーメルター 本体
専用マルチワックス

（断面２mm×２ｍｍの場合）

（106・109・110・138・157・159・201・303 511・514）

ハンディーメルター洗浄用ワックスセット
回収用パックセット
ガスボンベ GP-20 120ｇ

使用方法

How to use :
1

ガスを注入する

2

着火方法

ハンディーメルター専用
マルチワックス

本体に専用マルチワックスを挿入
し、スイッチが「カチッ」と音がするま
で強く押し、点火窓が赤く着火して
いることを確認して下さい。点火し
ていない場合は、スイッチを２～３回
押して下さい。

【カラーチャート】

充填作業
トリガーを引くとマルチワックスが押
し出されます。後は隙間の巾や深さ
を考慮してトリガーの引く強さと移
動のスピードを調整して充填して下
さい。

１０３

１０５

１０６

１０９

110 119 126 138 143 157

159 201 300 303 511 514 700 705 710 901
※このカラーチャートは印刷による表現ですので、製品の色とは差があります。

ハンディーメルター
ロングノズル

仕上げ

4

1セット
1セット
1本

ハンディーメルター
本体のみ

本体グリップ底にある赤いノブをス
ライドさせ、注入口からガスを注入
します。この時ガスボンベを下に向
けた状態で、約１０～１５秒ガスを注
入して下さい。１回の注入で約３０～
４０分連続使用ができます。

3

１台
10色

充填後、やや硬くなった時点で、ワ
ックスコーボルトで余分な部分を粗
削りし、その後、スクレーパーで綺
麗に削ぎとって下さい。最後に部分
仕上用スプレーで保護艶調整し完
成です。

巾木とさねのすき間や角部など
狭い場の充填作業に便利なロ
ングノズル。（先端長さ12ｍｍ）

ハンディーメルター
洗浄用ワックスセット（10本）
色替えや本体内部の清掃に使
用する洗浄用ワックス。

関連作業ツール
ワンタッチガスヒーター
・ハンディーメルター専
用の補充用ガス

ガスボンベ
GP-20 120ｇ

高温でも縮まない耐熱
仕様のバックアップ材。
2.5～5mm程度の隙間
埋めに最適です。

耐熱バックアップ材
（１ｍ×５本入り）
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回収用パックセット
（外箱：1個・パック：10個）
本体内に残ったワックスを回収
し再利用する為に使用する紙
パック。
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Fillers Applicator

ワックスコーボルト

平滑作業に便利な３タイプのコーボルト

＜製品の特性＞
・ワックス充填後の平滑作業に最適な
補修作業専用ヘラ
・平滑・整形作業が容易に行えます。
・作業効率を追求した形状

ワックスコーボルト

「ワックスコーボルト」
大きな傷は本体で、小さな
傷や狭い場所はインナーコ
ーボルトヘラで平滑作業。
インナーコーボルト

ワックスコーボルト・ミニ
「ワックスコーボルト・ミニ」
ソフトワックスの充填や細か
な整形に便利なサイズ。

ワックスコーボルト・ロング
「ワックスコーボルト・ロング」
狭い場所や巾木の隠し釘
の穴埋めに便利な細長い
形状のコーボルト。

※ワックスコーボルトには、レベラー機能はついておりません。
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レベラー

Fillers Leveler

スピーディーな平滑作業、角や隅の充填剤除去にも最適
余分な充填剤を除去し平滑作業が簡
単。２面に連続して溝が彫ってあるため
ワックスコーボルトでは難しかった角部
や隅での作業も簡単に行えます。

■特許出願済み

レベラー
サイズ：W53×L85×H20

レベラー・ミニ
サイズ：W40×L70×H16

充填箇所の真上からレベラーを
押し当て、軽く前後に動かすだけ
平滑にすることが可能です。

角部や狭い場所での平滑作業が
容易に行え、作業時間も大幅に
短縮できます。

「レベラークリーナーＳ」

レベラー クリーナーＳ

レベラーの溝に詰まったワックスは、レベラー
クリーナーＳで除去。
レベラーの掃除だけでなく
狭い場所での平滑作業に
も応用出来ます。
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Fillers Applicator
Tools

作業ツール・他
ワックスコーボルト

パワーグリップ（三角刀） 「小」

赤てん筆「細」ＮＯ，２ (２本組)

充填前の傷口の処理に最適な三角
刀。セット商品に付属するスタンダー
ドタイプ。先端寸法１.５㎜ ※三角刀は
細い線や鋭い線を彫ることができます。

カラーパレット等で着色する際に使
用する筆。セット商品に付属している
サイズです。耐溶剤性にも優れた専
用の細筆です。

パワーグリップ(三角刀) 「大」

赤てん筆「極細」ＮＯ，1 (２本組)

やや大きなキズのキズ口整形や彫
り込み、前処理に便利な「大」サイ
ズ の 三 角 刀 。 先 端 寸 法3㎜ ※ 三 角

極細サイズ筆先で、微細な木目描き
に最適です。

刀は細い線や鋭い線を彫ることができ
ます。

上質 補修筆（小）

パワーグリップ(丸型) 「小」
浅いキザミ込みやキズ口の縁落と
し に 便 利 な 丸 刀 。 先 端 寸 法 １.５ ㎜
※丸型は、三角刀に比べ、浅く広く彫る
ことができます。

筆先に腰をもたせ、繊細な木目が描
けるように仕立てた、ベスコオリジナ
ル補修筆。筆先は赤てん筆Ｎｏ.1とＮ
ｏ.2の中間位程度の細さです。

パワーグリップ(丸型) 「大」

スペシャルスクレーパー L

やや大きな面積の彫り込みに便利な
丸刀。先端寸法3㎜ ※丸型は、三角

通常のスクレーパーでは作業の難し
い大きなキズや適度なしなりを利用
して曲面の作業に最適。

刀に比べ、浅く広く彫ることができます。

スクレーパー

カップ

傷補修の前処理から、平滑作業にも
使える、コンパクトで使い勝手のよい
スクレーパー。

カラーパレット等による着色の際に、
ＮＣソルベントＪなどの希釈剤を入れ
るミニカップ。

フェルトブロック

マグネット付カップ

スコッチ面で目荒らし、フェルト面で
バフがけ、コットンを巻きリキッドサンド
ペーパーＪを含ませて充填の除去と
多目的に使える便利ツール。

カップの底に強力な磁石を取り付け
た製品。カラーパレットにしっかりと固
定でき、作業時の移動におけるカッ
プの転倒や溶剤のコボレを防止出
来ます。

スチールウール

コットンセット（10枚入り）

充填し周辺にはみ出した余分なワッ
クスの除去等に使用する、スチール
ウール。（粒度：♯000 極細）

充填剤を取り除いたり、汚れたツー
ルを拭きとる際に使用するコットンの
セット。
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５分型エポキシ接着剤
ワックスコーボルト
20分型エポキシ接着剤

ＷＯＯＤ ＲＩＰＡRＩ
ＦＬＯＯＲ
ＣＲＥＡＫ

Fillers Applicator
Easy-Mix

床鳴防止・床浮き補修時の根太接着から金属・硝子・石材・セラ
ミック・木材・硬質プラスチック等の接着に最適な二液タイプのエ
ポキシ系接着剤。高硬度かつ衝撃性にも優れており、初期硬化
「５分タイプ」と「２０分タイプ」の２種類がございます。

床鳴防止・床浮補修用接着剤

＜製品の特性＞
・高硬度かつ衝撃性に優れた接着剤

1 ・接着剤カートリッジ（本体）とノズル（ミキシングチップ）の仕様変

4

3

更により、作業安定性が向上しました。
・ミキシンチップを使用することで面倒な二液の攪拌作業は不要
・金属・ガラス・木材・プラスチックなどの接着も可能
・接着剤色はクリアータイプ
ディスペンサー Ｄ50

５分型エポキシ接着剤
接着剤色：クリアー
粘度：8500ｍＰａ・ｓ（高粘度）

5分型・20分型エポキシ接着剤のカートリッジを取
り付け可能な専用のディスペンサー。

ミキシングチップ （10本入り）

５分型エポキシ接着剤
セット

接着剤カートリッジ（本体）に接続し、2液を混ぜ合
わせる為のノズル。

【セット内容】接着剤：1本・ミキシングチップ
：10本・ディスペンサーＤ50 1台

アシストニードル （10本入り）
アシストニードル
アシストニードル Ｌ

20分型エポキシ接着剤

アシストニードル L（5本入り）
アシストニードル LＬ （5本入り）

アシストニードル ＬL

接着剤色：クリアー
粘度：5000ｍＰａ・ｓ（低粘度）

小さな穴や狭い隙間に接着剤を注入する際に使
用する細径ノズル。ミキシングチップの先端に接続
しご使用ください。

＜装着例＞

＜特殊ノズル＆アダプター＞
ミキシングチップＢＨ

アシストニードルを強固に固定する為の専用ノズル
とアダプター。

ミキシングチップ BＨ （5本入り）
ニードルアダプター （5個入り）

＜装着例＞

20分型エポキシ接着剤
セット

ニードルアダプター

＜先端寸法＞
アシストニードル

ミキシングチップ

【セット内容】接着剤：1本・ミキシングチップ
：10本・ディスペンサーＤ50 1台

9mm
14mm

25.4mm

※従来のミキシングノズルは、新しい接着剤カートリッジ（本体）には接続できません。

＜床鳴補修作業例＞
1

12.7mm

5～6mm

アシストニードル L

1.27mm

アシストニードル LL

1.27mm

38.1mm

1.27mm

※原因が特定できない床鳴りも多く、本製品では補修できない場合もあります。

2

3

4

床鳴箇所の確認

注入用の穴あけ

足のつま先で床を踏みながら、床鳴し
ている箇所を確認します。

ドリルなどで注入用の穴を開け下さい。 開けた穴から接着剤を注入します。

接着剤の注入
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5

施工確認

注入穴の補修

接着剤の硬化後、床鳴箇所を踏みな
がら施工確認をします。

開けた穴をハードワックス-ジェイ等で
補修し終了です。

BESCO

ＷＯＯＤ ＲＩＰＡRＩ
ＦＬＯＯＲ
ＣＲＥＡＫ

FillersSilicon
Aqua
Applicator
Liquid

アクアシリコンリキッド
ワックスコーボルト
床鳴防止用水性シリコン剤

サネ部で発生する床鳴りの原因箇所に、水性シリコン
系溶液を注入し、部材の摩擦を軽減させて床鳴りを防
止します。

＜製品の特性＞
・床鳴などの異音防止に効果的
・さねのすき間から溶液を注入する為、作業が
容易で床暖房の床にも使用可能

How to repair : 作業手順
1

2

床鳴箇所の確認

施工確認

6

床の接合部分（サネ）を足のつま
先で踏みながら、床鳴している箇
所を確認します。最も大きな音の
するサネ部分が作業の対象とな
ります。

床鳴箇所を踏み、施工確認をし
ます。

周囲の養生

完了

7

アクアシリコンリキッドがサネの溝
以外に付着しないように、サネの
溝の周囲をマスキングテープ等
で養生します。

マスキングテープを剥がし、周囲
に付いてしまったアクアシリコンリ
キッドを水で絞ったウエスで拭き
取り完了です。

＜施工上の注意＞

3

注入準備
シリンジ（注射器）にニードル（針）
を取り付け、適量のアクアシリコン
リキッドを吸入します。

・1ｍあたり5ｍｌを目安に、サネの溝に注入してください。
・溶液を床面にこぼすと、ふき取っても滑りが生じます。溶液をこぼさな
い様に、十分にご注意下さい。また、こぼしてしまった場合は、直ぐに乾
いたウエスなどで拭き取り、きれいなウエスで水拭するかリキッドサンド
ペーパーＪでふき取って下さい。
・原因が特定できない床鳴りも多く、本製品では補修できない場合もあ
ります。

製品ラインナップ
アクアシリコンリキッド
セット （シリンジ１本付）

4

1000ml

注入作業
アクアシリコンリキッドをサネの溝
に注入します。

アクアシリコンリキッド
1000ml

5

浸透作業

シリンジ （注射器）

ゴムハンマーで、床を軽く叩き、ア
クアシリコンリキッドを溝の中へ浸
透させます。

５本入

※画像と実際の形状等が異なる場合がございます。
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ＡＬＵＭＩ-ＲＥＰＡＩＲ

アルプラス

Al Plus

アルミ建材補修システム アルプラス カラースプレー
主要メーカーの最新色にも対応した 全30色・２艶
【アルプラス カラースプレー】は、アルミサッシを製造する
主要メーカーの最新色を幅広く取り揃えた、調色不要の
画期的なカラースプレーです。「アクリルラッカー塗料」を
使用し、優れた耐久性・耐候性、そして隠ぺい力を実現。
本格的な補修塗装が手軽に行なえる製品です。

【メーカー別色適合表】
アルプラス
品 番

Ｃ００１
Ｃ００２
Ｗ００３
Ｗ００４
Ｗ００５
Ｋ００６
Ｋ００７
Ｇ００８
Ｇ００９
Ｓ０１１
Ｓ０１２
Ｓ０１３
Ｓ０１４
Ｓ０１５
Ｃ０１６
Ｃ０１７
Ｃ０１８
Ｃ０１９
Ｂ０２０
Ｂ０２１
Ｂ０２２
Ｂ０２３
Ｓ０２４
Ｓ０２５
Ｓ０２６
Ｓ０２７
Ｓ０２８
Ｓ０２９
Ｓ０３０
Ｂ０３１
Ｓ０３2
Ｓ０３3

〈アルプラスカラースプレー カラーバリエーション〉
Ｃ001（クリヤー・つや有り）
Ｃ002（クリヤー・つや無し）
Ｗ003（ホワイトＡ）
Ｗ004（ホワイトＢ）
Ｗ005（アイボリー・ホワイト）
Ｋ006（ブラックＡ）
Ｋ007（ブラックＢ）
Ｇ008（グレー）
Ｇ009（ファイングレー）
Ｓ011（シルバー）
Ｓ012（プラチナシルバー）
Ｓ013（ステン）
Ｓ014（シャインステン）
Ｓ015（シャンパンステン）
Ｃ016（ブラウン）
C017（ライト・ブラウン）

Ｃ018（ダーク・ブラウン）
Ｃ019（オータムブラウン）
Ｂ020（ブロンズＡ）
Ｂ021（ブロンズＢ）
Ｂ022（ライト・ブロンズ）
Ｂ023（ダーク・ブロンズ）
S024（シルバー系）
S025（シルバー系）
S026（シルク系）
S027（シルク系）
S028（ステン系）
S029（ステン系）
S030（ステン系）
B031（ゴールド系）
Ｓ032（シルバー系）
Ｓ033（シルバー系）

ＹＫＫ

三 協 立 山 不 二
新日軽 トステム その他
アルミ アルミ サッシ

(ベスコオリジナル)

クリアー（つや有り）

全メーカー共通

クリアー（つや無し）

全メーカー共通

ホワイト
ホワイト
ＷＨ

ホワイト
Ｗ

ブラック
ＫＣ

ブラック
Ｋ

ホワイト

ホワイト
ＹＷ

ホワイト
ブラック
セピア
ブラック

セピア
ブラック

ファイン
グレー

ファイン
グレー

グレイ
Ａ7

シルバー
プラチナステン
Ｈ２

ＣＢステン

ＣＢステン
シャイン
グレー

シャンパングレイ
・アーバングレー

シャンパン
グレイＵＧ
ＣＢブラウン ＣＢブラウン

ブラウン
Ｂ1
ホットブラウン
ＢＫＣ

ブラウン
Ｈ

ブロンズ
ＢＲ

ブロンズ
Ｂ

オータム
ブラウン

艶消しブロンズ
ＴＢ

ブロンズ
カームブラック
Ｂ7

ナチュラル
シルバー

ＹＳ１Ｃ
ＹＳ１Ｃ・
ピュアマット
シルバー

ＣＢシルク
シルク系
ＹＨ2Ｎ
ＹＨ3Ｎ
ＹＨ5Ｎ
ゴールド系
ピュア
シルバー

サンシルバー
マット
シルバー

アルプラス カラーチャート

アルミ建材補修用スプレー

アルプラス カラースプレー全31色を掲載
したカラーチャートです。

アルプラス カラースプレー

※カラーチャートは手作りの為、精度に若干のバラつきがございます。

HOW TO REPAIR
アルプラスによる、アルミサッシの打ち傷補修の作業例
１ ： アル・レックスの充填

２ : サンディング１

３ : 下塗り

４ : サンディング２

「アル・レックス」を調合し、傷及びその周
辺に充填します。

「アル・レックス」の硬化後、サンディング
による平滑化作業を行ないます。

充填箇所をより平滑にする為「プラサフ・
スプレー」で下塗りを行ないます。

傷口及びその周辺が平滑らになるよう、
丁寧にサンディングを行なって下さい。

５ : 密着処理

６ : サンディング３

７ : 一面塗装

８ : 完成

「マルチプライマー・スプレー」を吹き付け
密着処理を行なって下さい。

光の反射によって見えてしまう塗装部の
変色を防止する為に、平滑化作業を行
ないます。

部分塗装箇所を目立たなくさせる為に補
修した部材をピースで見切り、１面に吹き
付けを行なって下さい。

乾燥したことを確認し完成です。

29

BESCO

ＡＬＵＭＩ-ＲＥＰＡＩＲ

アルプラス
ワックスコーボルト

Fillers
Al
Plus Applicator

アルミサッシ補修の
特別セット
〈セット内容〉
Ｃ001（クリヤー・つや有り）
Ｃ002（クリヤー・つや無し）
Ｗ003（ホワイトＡ）
Ｗ004（ホワイトＢ）
Ｗ005（アイボリー・ホワイト）
Ｋ006（ブラックＡ）
Ｓ011（シルバー）
Ｓ012（プラチナシルバー）
Ｓ013（ステン）
Ｓ014（シャインステン）
Ｓ015（シャンパンステン）
C017（ライト・ブラウン）
Ｃ018（ダーク・ブラウン）
Ｃ019（オータムブラウン）
Ｂ020（ブロンズＡ）
Ｂ022（ライト・ブロンズ）
Ｂ023（ダーク・ブロンズ）
S024（シルバー系）

１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本

１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１個
１個
１本
１本
１組
１個
１個
１０枚
５巻
各１０枚
１箱

S025（シルバー系）
B031（ゴールド系）
Ｓ032（シルバー系）
Ｓ033（シルバー系）
サフェーサースプレー
マルチプライマースプレー
プラサフスプレー
アル・レックス
アル・レックス用硬化剤
ワックス・リムーバー
ステンレスヘラ
調合ボードセット
養生シート
サンディング用当てゴム
ワイプオール（紙ウエス）
マスキングテープ２４㎜１包
耐水ペーパー＃２４０・＃４００・＃８００
収納ケース

※セット内のカラースプレーは、予告無く最新色に変更する場合がございますので予めご了承下さい。

アルプラス トータルセットは、アルミサッシのキズ補修や補修塗装に必要な、カラースプレー
20色・２艶に加え、密着力アップに最適なマルチプライマースプレー、下地処理のプラサフス
プレー、作業用ツール等をひとつにまとめたアルミサッシ補修システムのトータルセットです。

アルプラス トータルセット

Ｖｅｒ.2

アルプラス アシストキット
アルプラス アシストキットは、アルミサッシのキ
ズ補修や補修塗装の作業に必要な、パテや
ツール類をひとまとめにしたセットです。
〈セット内容〉
アル・レックス
アル・レックス用硬化剤
ワックス・リムーバー
ステンレスヘラ
調合ボードセット
養生シート

１個
１個
１本
１本
１組
１個

サンディング用当てゴム
ワイプオール（紙ウエス）
マスキングテープ２４㎜１包
耐水ペーパー＃２４０・＃４００・＃８００
収納ケース

１個
１０枚
５巻
各１０枚
１箱

アルプラス スプレーセット Ｖｅｒ.2
アルプラス スプレーセットは、使用頻度の高い
カラースプレー 20色・2艶を厳選したスプレー
のセットです。
〈セット内容〉
Ｃ001（クリヤー・つや有り）
Ｃ002（クリヤー・つや無し）
Ｗ003（ホワイトＡ）
Ｗ004（ホワイトＢ）
Ｗ005（アイボリー・ホワイト）
Ｋ006（ブラックＡ）
Ｓ011（シルバー）
Ｓ012（プラチナシルバー）

Ｓ013（ステン）
Ｓ014（シャインステン）
Ｓ015（シャンパンステン）
C017（ライト・ブラウン）
Ｃ018（ダーク・ブラウン）
Ｃ019（オータムブラウン）
Ｂ020（ブロンズＡ）
Ｂ022（ライト・ブロンズ）

20色・２艶
Ｂ023（ダーク・ブロンズ）
S024（シルバー系）
S025（シルバー系）
B031（ゴールド系）
Ｓ032（シルバー系）
Ｓ033（シルバー系）
※300ｍｌ各1本

※セット内のカラースプレーは、予告無く最新色に変更する場合がございますので予めご了承下さい。
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アルプラス
ワックスコーボルト

Fillers
Al
Plus Applicator

小キズを手軽にタッチアップ
アルプラス ポイントカラーは、アルミサッシ・門
扉・手すり等の簡易補修に最適な補修用塗料
です。塗料は、カラースプレーと同色で幅広の
タッチアップ筆の付いた容器を採用。太くも細く
も、また先端だけを使えば小さな傷のタッチアッ
プ塗装も可能な製品です。

アルプラス ポイントカラー

50ｍｌ

<カラー>
・【Ｗ００４】ホワイトＢ
・【Ｓ０１４】シャインステン
・【Ｋ００６】ブラックＡ
・【Ｓ０２４】シルバー系
・【Ｓ０１２】プラチナシルバー ・【Ｂ０３１】ゴールド

アルプラス ポイントカラー
専用うすめ液 250ｍｌ

ポイントカラーの筆は、一般的なタッチアップ筆に比べて幅広の筆を採
用していることが特徴です。筆の使い方によっては、太くも細くも、また、
先端だけをつかえば、小さなキズのタッチアップ塗装も可能です。

＜アルプラス関連製品＞
脱脂・下地処理・静電防止用溶剤

へこみキズ補修用充填パテ

アル・レックス

ワックス・リムーバー
200ｍｌ

主剤 ３００ｇ

アル・レックス
硬化剤 １０ｇ

下地処理・線キズ充填用
パテスプレー

シルバー・ホワイト系色などの
下地処理に最適

プラサフスプレー
３００ｍｌ

サフェーサースプレー
３００ｍｌ

凸キズの出っ張りを削り落しに

密着力アップに最適な
万能プライマー

アルミサッシの凸キズを凹ませるのは大
変な作業です。この製品は、凸キズの出
っ張りを削り落し平滑にする為のツール
です。

マルチプライマー
スプレー ３００ｍｌ

プレーナーコルクブロック
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レザーリペアシステム

BESCO Original

ＬＥＧＮＡＳ 【 レグナス 】

Leather Repiar System

レザーリペアを極める充実のラインナップ
レザーリペアシステム

ＬＥＧＮＡＳ

最高峰のシステムセット
ＬＥＧＮＡＳトータルセット
天然皮革・合成皮革を問わず、部分的な
すり傷や穴の「リペア」から塗料を用いた
「リペイント」まで対応可能なトータルセット。
ＬＥＧＮＡＳの主要製品を含み、これ一台
で靴・カバンなどの小物から、ソファー・
カーシートまで、ほとんどの皮革製品のリ
ペアが可能です。

＜セット内容＞
・レザーバインダーピグメント 100ml
・レザーステイン 100ml
・レザーピグメント 100ml
・レザーラッカーエナメル 500ml
・レザーラッカーＮＣ「グロス・マット」1000ml
・レザーラッカーＮＣ「スーパーマット」1000ml
・レザーラッカーNY「グロス・マット」1000ml
・レザーウレタンUM「グロス・マット」1000ml
・レザーウレタンUS「グロス・マット」1000ml
・レザーウレタン硬化剤 500ml
・レザーアクアウレタン主剤「グロス・マット」1000ｍｌ
・レザーアクアウレタン硬化剤 500ml
・レザーバインダー 2000ml
・レザーバインダーマットベース 500ml
・レザーリムーバー 1000ml
・レザーラッカー用シンナー 1000ml
・レザーウレタン用シンナー 1000ml
・レザーラッカーリターダーシンナー 1000ml
・レザーウレタンリターダーシンナー 1000ml
・レザーラッカー添加剤Ａ 500ml
・IPA 1000ml

9色
７色
7色
5色
各1缶
１缶
各１缶
各１缶
各１缶
１缶
各１缶
１缶
2本
1本
１缶
１缶
１缶
１缶
１缶
１缶
1缶

・レザーコーティングスプレー (本革用) 艶出し
・レザーコーティングスプレー (本革用) 5分消し
・レザーコーティングスプレー (本革用) 全艶消し
・スポットドライヤーBE-100
・レザーアイロン
・レザーペースト 20ml
・ハードニングパウダー
・モールディングシリコン
・グレインペーパー
・メタルプレート
・耐熱ガラスシート
・ペーストブレンド用ヘラ
・スパチュラ
・ピンセット
・調合ボードセット
・トリミング用ハサミ
・バッキングクロス
・布っち 30ｇ

１本
１本
１本
1台
１台
4色
１個
１セット
１セット
１枚
１セット
１本
１本
１本
１セット
１個
1セット
1個

LEGNASトータルセット

Ver.2

＜レザーシートの色替えペイント作業＞
＜主な作業工程＞
養生

下地処理

下塗り

調色

中塗り

上塗り

完成
レザーシートのリペイント作業を、塗り
色がわかりやすい色を使って行って
みました。リペイントの重要なポイント
は、しっかりとした下地処理と塗料の
薄塗に乾燥です。どの工程も時間を
かけて丁寧に行うことが、良い仕上り
につながります。

塗料や溶剤などは正確な分量を図っ
てから混合しましょう。専用シンナーは
関連製品の性能を向上・維持させる
為に成分調整を行っています。汎用
シンナー（金属・木工用等）は絶対に
混合しなで下さい。また、一度混合し
た塗料等は使い切りとして下さい。

専用カタログのご案内
レザーリペアシステム ＬＥＧＮＡＳ及び関連製品につきましては、専用のカタログをご用意し
ております。詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい。
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防滑施工システム

BESCO Original

ストライドガード

STRIDE GUARD

画期的な石材床（磁器タイル・御影石）の防滑施工システム

少子高齢化社会に対応した新提案
玄関やエントランス
外部階段でのスリップ
そんな経験はありませんか？

ストライドガード
スリップ・転倒事故防止に！

STRIDE GUARD

安全性の向上に！

スターターセット 製品内容
＜スターターセット 主要製品＞
ＡＰコート Ａ液 ４ｋｇ
ＡＰコート Ａ液 １ｋｇ
ＡＰコート Ｂ材 0.025ｇ
ＡＰコートＣ液 0.23ｋｇ
ＳＴトリートメント 4Ｌ
ＳＴリンス 4Ｌ
クリーナーＳ 4Ｌ
クリーナーＴ 4Ｌ
ストリップＦ 4Ｌ
セーフティーテープ
デジタルスリップメーター ＡＳＭ825セット

1缶
2缶
6パック
6缶
2本
2本
2本
1本
1本
3色
1台

＜ツール類＞
全24種

ストライドガード製品の購入条件
・ストライドガード製品は、マイスタークラブへの入会が必要です。
・製品のご購入を希望されるマイスタークラブ会員様（1登録につき１名様以上）には、
弊社が実施する技術セミナー（有料）を受講頂きます。
・製品のご購入にあたっては、初回のみ、スターターセット（総合セット）をご購入頂きます。
・施工者（会社）による責任施工を実施して頂きます。
・ストライドガード製品の転売や貸出しは、原則として禁止致します。

＜セット内製品による施工可能面積＞
APコート A剤 ６ｋｇ：48～７２㎡
ＳＴトリートメント 8L：160～208㎡
※スターターセット（摩擦計測器無し）２２０，９５３円もございます。

＜ＡＰコートによる防滑作業＞
＜主な作業工程＞
養生

⇒

洗浄

⇒

乾燥

⇒

塗料の練り混ぜ

⇒

塗布

⇒

完成
ＡＰコートの作業工程は「1工程」。Ａ
液・Ｂ剤・Ｃ液の３成分型の溶剤系ア
クリルシリコン樹脂塗料を練り混ぜて
ローラーで塗るだけの簡単作業。塗
装ですので塗布前の事前処理として
床 面 を しっか り と 洗 浄 し、 じっく り と 乾
燥させることが重要です。

ＡＰコートは、超速乾性であることが特
長 で す 。 塗 布 後 、 約10~15分 で 指 触
乾燥し、1時間で簡易歩行が可能とな
ります。３時間で硬化乾燥し歩行が可
能となりますので、作業する方にも施
工を依頼する方にも負担の少ない施
工です。

専用カタログのご案内
防滑施工システム ストライドガードにつきましては、専用のカタログをご用意しております。
詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい。
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BESCO
株式会社 ベ ス コ
＜ご注文・製品に関するお問合せ先＞
【営業本部】
〒３５１－００１４ 埼玉県朝霞市膝折町１－２－８
ＴＥＬ 048-468-7163 FAX 048-468-7190
E-mail:info@besco.jp
http：//www.besco.jp

＜直営店のご案内＞
【マイスター プロショップ】
〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財3-15-17
TEL 048-450-0003
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