
品　番 硬化時間 特　徴 時期目安 ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｲﾑ 溶剤色 色見本 容量

GR-90
90秒 成形補修 春・秋 １５分

ｸﾘｰﾑ

50ml
GR-90GI グレー

GR-300 5分 ゆっくり作業 夏 ４０分
黒

GR-30HS 30秒 早い硬化時間 冬 ５分

品　番 入り数 溶剤容量 適応溶剤

GR-90MX 10本

50ml

GR90・GR90GI
GR-300・GR-30HS
NE-70・NE-180
P50MT-2GR-90MX24 24本

GR-600MX 10本
210ml

220ml

GR-600・GR-012

GR-800・GR-018

TW-260

品　番 硬化時間 ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｲﾑ 混合 溶剤色 成分 容量 用　　途

GR-600 10分 60分

1対1

ｸﾘｰﾑ
ウレタン 220ml ＰＰ樹脂・ＡＢＳ樹脂

ＦＲＰ等の補修
TW-260 5分 30分 黒色

GR-800 15分 60分 灰色 エポキシ 210ml

GR-018 3分 20分 2対1 茶色 エポキシ 220ml 樹脂・金属・仕上げ用

セット内容 品　番 数

220ml溶剤 GR-600 １

220mlﾉｽﾞﾙ10本 GR-600MX １

専用ガン AG-GNK １

補強ﾃｰﾌﾟ20m FG-20 １

品　番 GR-90 GR-90GI GR-300 GR-30HS

番号 セット内容 品　番 数 セット品番

❶ 50ml溶剤2本 各品番 1 GRS-90S

GRS-90GIS

GRS-300S

GRS-30HSS

❷ 50mlﾉｽﾞﾙ10本 GR-90MX 1

❸ 専用ガン AG-21N 1

❹ 補強ﾃｰﾌﾟ10m FG-10 1

番号 セット内容 品　番 数 セット品番

❶ 50ml溶剤3本 各品番 1 PGS-90S

PGS-90GIS

PGS-300S

PGS-30HSS

❷ 50mlﾉｽﾞﾙ10本 GR-90MX 1

❸ 専用ガン AG-21N 1

❹ 補強ﾃｰﾌﾟ10m FG-10 1

株式会社 テクノ・ソテック パンフレット

Ｖｏｌ.-8

◆ＰＰ樹脂に確実に密着
する、唯一の接着剤です。

■ミ シングノズル

■GR-90MX ■GR-９０MX24 ■GR-600MX

■２２０ｍｌ溶剤

GR-600 TW-260 GR-800 GR-018

５０ｍｌ溶剤セット

PGS-600S

■ファースト・ブラスト
MODEL：GR-002・容量：400ｇ

樹脂に接着剤を乗せる前の

下地処理剤です。

樹脂表面を少しサンデングし

ながら脱脂処理もします。

■硬化時間の基準:溶剤の硬化時間は外気温が２３℃を基準で表示しています。外気温が低い１０℃では３倍程度硬化時間が遅れます。

■使う前にノズルを外してチェック
溶剤出口面の溶剤が乾いているときは、

ピンか針金で、固まった溶剤を掃除し

てからノズルを付けます。

ガンを押して出ない時は必ずこの
作業をしてください。

■通常 パテより切削性
が優れて、水磨ぎも可
能です。

■GR-018は表面仕上げ用です。
通常 パテ仕上げで
表面にパテやせが出ることがります。
パテやせが消える仕上げ用エポキシパテで
巣穴埋めも出来ます
金属 接合部にも使用できます。

■おかげさまで20周年。

５０ｍｌ溶剤2本入りセット

５０ｍｌ溶剤3本入りセット



品　番 長さ 用　　　途

FG-10 １０ｍ 補修部の補強

溶剤のタレ止めFG-20 ２０ｍ

品　番 硬化時間 ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｲﾑ 混　合 溶剤色 色 １箱入数 容量 適応ガン 適応ノズル

NE-70 ７０秒 １５分
１対１ 黒

２本 50ml AG-21N
GR-90MX

GR-90MX24
NE-180 ３分 ３０分

IB-P50MT-2 ２０分 ２時間 ２対１ 白

GR-P120H 接着を促進するプライマー － ハケ塗り － 1缶 120ml － －

品　番 溶　剤　容　量 単　位 用　　途

GR-G105TS 接着剤・ﾌﾟﾗｲﾏｰ １組 スピードボンド

セット品GR-G15S 接着剤・ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1組

GR-G105T 接着剤・5g×4本 １箱 サラサラ感

GR-G15 接着剤・20g １袋 垂れない

GR-G20-15 プライマー・15cc １瓶 硬化促進・樹脂活性

GR-G105TSF 接着剤・ﾌﾟﾗｲﾏｰ・ﾌｧｲﾅﾙﾛｯｸ 1組 GR-G105TSにGR-G30付き

GR-G15SF 接着剤・ﾌﾟﾗｲﾏｰ・ﾌｧｲﾅﾙﾛｯｸ 1組 GR-G15SにGR-G30付き

番号 セット内容 品　　番 数

① ネオ溶剤×２本 NE-70又はNE-180 １

② 50mlﾉｽﾞﾙ10本 GR-90MX １

③ 専用ガン AG-DUAL １

ＮＥ-１８０

■ネオ１８０
３分硬化

ヘッドライト

の足折れ補修

ＧＲ-Ｐ１２０Ｈ
グラスプ・プライマー
１２０ｍｌ・ハケ塗り

ＰＰ樹脂にGraspの
密着性を促進。

ＩＢ-Ｐ５０ＭＴ-２
■エポキシ補修剤
溶剤色：白

タイヤハウス等
金属接着に最適

ＮＥ-７０
■ネオ７０
７０秒硬化

■吐出ガン

５０ｍｌ溶剤用

■補強テープ

FG-10
２２０ｍｌ・210ml溶剤用

◆破断箇所に被せ強度を持たせる

◆溶剤が垂れなく、作業性が良くなる。

ネオ70・180・エポキシ補修剤・プライマー

最強の瞬間接着剤・長期保存で経済的
UPE POWE PEED BOND

■ライトユニットの足折れ補修
小物部品の爪折れ再生に最適
接着しないＰＰ樹脂もプライマー併用
で確実に接着します。
適応材料：ＰＰ樹脂・ＡＢＳ・
ウレタン・金属・アルミ

GR-G105TS GR-G15S

■瞬間接着剤で途中で固まって困った方 是非使って下さい。保存中に固まりにくいので、最後まで使える経済的な接着剤です。

◆ネオセット品
NE-70SPR
NE-180SPR

AG-21N AG-GNK

吐出ガン・補強テープ

FG-20

◆ヘッドライトの足折れ修理は

スピードボンドの併用をお勧めします。

品　番 溶剤容量 適応溶剤・品番

AG-21N 50ml
GR-90・GR-90GI・GR-300・GR-30HS

NE-70・NE-180・P50MT-2

AG-GNK
210ml

220ml
GR-600・GR-012・GR-800・TW-260

GR-G30

接着剤仕様



品　　名 品　番 特　徴 配合 使用方法 硬化時間 容量

ツイン700 TW-700 切削性の良いパテです、金属専用。 1対1 チューブから出して配合します。 60～90分 700g

スクラッチファイナル GR-018 切削性の良いパテです。樹脂にも使用可能です。 2対1 専用ガンAG-GNK・ノズルGR-600MX 20分 220ml

ジーメタル GM-8300-800 切削性は少し悪いがラインはしっかり消せます。
仕上げパテ前の下地にも使用できます。

10対1 しっかりした計量が必要です。 4時間 800g

品番 硬化時間 固定時間 混合 溶剤色 成分 容量 用　　途

GR-012 90分 4時間 2対1 黒色 エポキシ 220ml パネルの接合

ヒズミの出ないパネルボンディング

通常 パテ仕上げで 接合ラインが見える事が有ります(ゴ
ーストライン)こ ラインを見せにくくするエポキシ仕上げパテ。

GR-012 GR-600MX AG-GNK

■ハンドクランプ使用例

手締めなので締め強度調整が容易

■横型ハンドクランプ

６個入り品番：PL-03SS

■エアーソーブレイド・G -010-32T：10枚入
32山・刃先 コバルト鋼(8％含有)、背部
バイメタル構造。・非常に折れにくく、強い
衝撃にも十分耐えるブレードです。

■エアーソーブレイド・G -010-36T：10枚入
３６山・刃先・高張力鋼板対応・刃先 バイ
メタル鋼、折れにくく、切り口が薄く、強い衝
撃にも十分耐えるブレードです。

■スポットカッター・G -011
驚異的な切削性に耐久性を備え超高張力
鋼板・ハイテンに対応
従来よりさらに強い
セラミック使用

品　　　　番 サイズ 長さ 入り数

GR011-8.0 8.0mm 80mm  3本

GR011-8.2 8.2mm 80mm  3本

GR011-8.2long 8.2mm 150mm 1本

GR011-10 10.0mm 90mm 2本

■イングレスト（G -012） 、鉄板・F P・アルミニウム 接着に開発された高性能2液混合型エポキシ系接着剤です。
一般的な用途
クオーターパネル・ルーフパネル・ドアアウターパネル・サイドパネル等
注意：コアサポートなどの構造用部位に使用出来ません。ご注意下さい。

■不織布ベルト・ H-12150：20本入
不織布でできたベルトです。金属面を傷め
ず表面 塗装膜を剥がす に最適です
150＃

TW-700 GR-018 GM-8300

■縦型ハンドクランプ

６個入り品番：PL-02HS

■マッチングクランプ

4個入り品番：PL-06HS
■PL-01S8 ■PL-01 2

PL-01S8：内容品
①３mmﾋﾟﾝ－12本
②ｻｲﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ小－4個

③ｻｲﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟ大－4個

④手締め用ｳｲﾝｸﾞﾌｧｽﾅｰ･５本

⑤下穴用3mmｷﾘ－１本

⑥離型剤－1本（30cc）
⑦専用ﾌﾟﾗｲﾔｰ－１本
⑧専用ケース

破れにくいグローブ
■摩耗や消耗に対して、強い耐久性
も持っています。

■作業対象物との識別がはっきりし、

作業性がよくなります。

■表面をダイヤモンド形状で優れた
グリップ感が得られます。

溶剤に強いグローブ
■薬品に優れた耐久性を持っています。

■摩耗や消耗に強い耐久性も持って

います。

■特殊加工で優れたグリップ感が得ら

れます

オレンジニトリル
Model：Mサイズ・ＰD-ＵＬＯM：100枚入り

Ｌサイズ・ＰＤ-ＵＬＯＬ：100枚入り
ＬＬサイズ・ＰＤ-ＵＬＯＬＬ：90枚入り

ダークライトニトリル
Model：Mサイズ・DLG-675：100枚入り

Ｌサイズ・DLG-676：100枚入り
LLサイズ・DLG-678：90枚入り

■快傑スポット
ＫＳ－１００：ｽﾌﾟﾚｰ式・１８０ｍｌ
ＫＳ－１５０：ボトル式
摩 熱を押さえる で、キリ 寿命が大幅に

伸び経済的、で作業効率もあがります。

スポットカッター／エアーソー／ホルソー

刃面等 潤滑に最適。

■ボトル式

■3mmピン

■サイドクランプ

パネロックの使用方法

①固定するパネルに下穴を開けます。

②専用プライヤーでピンを握り下穴に通します。

③プライヤーを離すとピンの仮固定ができます。

④溶接等の作業が終わりましたら、ピンを抜い
てください。★ピンは何度でも使用出来ます。

PL-01S2：内容品
①３mmﾋﾟﾝ-12本
②専用ﾌﾟﾗｲﾔｰ－1本
③離型剤30cc
④専用ｹｰｽ

■エアーソー
オイル

GR-016-500：500ml
摩 熱を押さえる

で、刃 寿命が大幅

に伸びる。

アンダー手袋
■手袋内での群れを防ぎます。

■冬場の保温にもなります。

■指先が無いので作業性

が悪くなりません。

■PD-UNG
2枚1組

■クランプ６個MIX

品番：PL-04HS

縦型３個と横型３個

の組み合わせ。



品  番 品　　　　名 　容量 主剤／硬化剤 耐熱℃ 硬化時間 特　徴 仕様

GM-8300
GM-8300-800

ジーメタル
250g
800g

10対１ -40～220 2H～6H
金属や非鉄金属のアルミダイ
キャストに最適。

計量で配合

GM-2000 ジーメタルスティック 60g １対１ -40～230  20分 硬化が早い・穴埋め等 棒状・配合簡単

GM-3300 ジーメタルカートリッジ 30ｇ 1対1 -40～120 4H 軽量の必要が無く使いやすい カートリッジ式

品 番 品　　名 サイズ 形状 入数 用　途

ZAP-5A 溶着ピンＡ 0.6mm Ｕ形 100本 樹脂補強

ZAP-5B 溶着ピンＢ 0.8mm Ｕ形 100本 強度を持たせたい場所

ZAP-5C 溶着ピンＣ 0.6mm Ｖ形 100本 角部や直角部などの樹脂補強

ZAP-5D 溶着ピンＤ － Ｌ形 2本 平面のならしや網の押さえ

ZAP-5 溶着コテ本体 － － １台 溶着ピンやＬ形ピンの加熱

樹 脂 補 修 キ ッ ト Z A P - 3

WELD PACK/熱による樹脂の補修

●マフラー排気漏れの穴埋め。
●ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。
●エンジンブロック腐食部、破損部補修。
●クランクケース破損部補修。
●金属ラジエター水漏れ補修。
●溶接部の肉盛り、サビの発生防止。
●腐食部分の肉盛り再生
●アルミホイールの傷修正 ■GM-8300 ■GM-2000 ■GM-3300

帯 電防止 ・ ナ ノ レベルの被膜 ・乾式プライマー

リダック・バーナー1150 仕様
外形寸法 ：W:130×D:70×H:175mm(台座込み)
重 量 ：310ｇ(台座込み)
ｶﾞｽ消費量：31ｇ/Ｈ
タンク溶量 ：60ｇ
火 口 径 ：φ14mm
火炎温度 ：1300℃(最高温度)
点火方式 ：電子着火方式
燃焼時間 ：50g充填(使用時間約1.6H)

※５分間の燃焼データを１時間に換算した

リダック・バーナー350RS 仕様
外形寸法 ：L:290mm×D:145mm×H:185mm(本体のみ)
ガス量調整機能付き
重 量 ：2.6ｋｇ(本体のみ)
燃焼時間 ：２70 分／本
ｶﾞｽ消費量：５0ｇ/Ｈ
火 口 径 ：４２mm
火炎温度 ：600～1,200℃
点火方式 ：電子着火方式
ボンベ ：220g充填
※ 5分間の燃焼データを１時間に換算したものです。

■広角ワイド方式
●火口がワイド形状で火の状態が
柔らかく作業が安心です。

●戻りの良いホースで作業性が良い。
●処理時間の短縮。

50ｇガスのみ品番DSP-1050G ■220ｇガスのみの品番DSP-230G

■DSP-1150RS火口の小さいタイプ
リダック・バーナー1160 仕様
外形寸法 ：W:100×D:55×H:165mm(台座込み)
重 量 ：210ｇ(台座込み)
ｶﾞｽ消費量：15ｇ/Ｈ
タンク溶量 ：25ｇ
火 口 径 ：φ10mm
火炎温度 ：1300℃(最高温度)
点火方式 ：電子着火方式
燃焼時間 ：50g充填(使用時間約3.5H)

※５分間の燃焼データを１時間に換算した

■ガラス素材（板ガラス、耐熱ガラス、硬質ガラス等）■プラスチック類（ＰＰ，ＰＥＴ、ナイロン等）
■メタル素材(ステンレス、アルミニウム、メッキ処理材、塗装板等）■木質系素材（合成木材、竹、合板等）
■ゴム（ＥＰＤＭ、ＮＲ、ＮＢＲ、シリコン等） ■その他難接着性基材 ■ タイル、セラミック類

注意：テフロン、フッ素、アセタール等には効果が出ません。

■静電気による影響で、塗装ムラが出来やす
い状態でもリダクション処理する事により、
軽減出来るようになります。特にメ リッ
クやパールのぼかし塗装におけるトラブル
は常に課題となる問題ですが解消出来ます。

■ぼかし塗装や密着しにくいPP樹脂の塗装 ■アルミホイールの塗装・アルミホイールコーティング・クリヤ塗装。

■DSP-1160RS

■DSP-350RS

アル ミ部品の補修剤

新しいデザインのピン イプ補修キットZAP-５Sは、 属の溶着ピンを樹脂に圧入するこ

とで、破損部分を簡単に固定することができ、余計な部品やゴミを出すことがありません。

ＰＰ樹脂補修材やマルチ樹脂材を電気コテで溶かし込みながら補修します。
一般的な樹脂バンパーやヘッドライトの足折れや樹脂ラジエ ーなどが簡単に補修できます。
補修する樹脂により材料を選択し溶け込みやすく強度が出ます。さらに強度を持たせる部分には
補強メッシュを埋め込んで補強が出来ます。

■ＰＰ材 ■マルチ材 ■ＡＢＳ材 ■パワーｽﾃｨｯｸ ■補強メッシュ

■ラジエター補修



BOTH BLACK：サイドモール

BOTH ACRYLIC

■ 標 準 的 な 使 用 例 で す 。

品　　番 品　　　　名 基　材 色 厚mm 巾mm 長M 用途

BD-0403 BOTH BLACK 3mm ポリエ

チレン

発泡材

黒 0.4

  3 30cm プロテクターモール

BD-0408 BOTH BLACK 0408  8
10

テープ跡に再利用

軽～大型BD-0410 BOTH BLACK 0410  10

BD-0413 BOTH BLACK 0413  13

品　　番 品　　　　名 基　材 色 厚mm 巾mm 長M 用途

BD-1208 BOTH BLACK 1208

ポリエ

チレン

発泡材

黒
1.2

 8
10

バイザー

軽～大型BD-1210 BOTH BLACK 1210  10

BD-1213 BOTH BLACK 1213  13

BD-12182 BOTH BLACK シート 182mm×257m ダッシュボード・ガラス

BD-0850 BOTH BLACK 50 0.8 50 10 エンブレム・ガラス

■強力のり剥がし－２２０ｍｌ
Both Power foam Remove
BT-2000：泡状スプレー式

両面テープ等の、のり
残りを強力に剥がし
ます。スプレー後
３～10分程度置き、
乾いた布で拭き取
ります。

■テープカッター
PD-KAT
バイザー等のフォーム
テープやブチルテープ
基材を綺麗にカットが
出来。
パイザーの
再利用が可
能です。

■ミニ・ウエッジ刃
UW-4：巾15mm×長さ120mm

折れにくい削りだしで作って
いますガラス・塗膜にキズが
付かない樹脂刃を使用。

■BOTH テープ・プライマー
BT-100TP 100cc：刷毛タイプ
BT-P100F 100cc：フエルトタイプ

テープの本来持っている
性能を発揮させ、バック
ミラーやETC等の強度が
欲しい箇所に接着強度
を持たせます。

BOTH BLACK 0.4mm・1.2mm：バイザー等
エコ両面テープ

BOTH K ING： ダッシュボード等BOTH BLACK 50mm：エンブレム等
BOTH BLACKシート

BOTH ACRYLIC：ルームミラー ・ 内品装等

BOTH FREX：タイヤハウス等
BOTH KING

BOT H F R E X ： ｶﾞｰﾆｯｼｭ・エアロパーツ・外装品
BOTH AERO： エアロパーツ

両 面 テ ー プ 目 的 ・ 用 途 別 使 用 例

■厚みがあり超強力・外装部品の取り付け・新たに巾３ｍｍを追加。

■CG-2015 ■CG-4020

■BOTH BLACK ０.４mm残った古いテープを残したまま、その上に貼り、基材を再利用も可。

■BOTH BLACK １.２mmバイザー・エンブムの固定に最適。

■超強力・金属・ガラス～外装部品の取り付け

品　　番 品　　　　名 基　材 色 厚mm 巾mm 長M 用      途

CD-1210 BOTH AERO 10

ポリエ

チレン

発泡材

白 1.2

10

10
ざらつき部やＰＰ樹脂

にもバツグンの保持力

CD-1212 BOTH AERO 12 12

CD-1215 BOTH AERO 15 15

CD-1220 BOTH AERO 20 20

CD-1225 BOTH AERO 25 25

CD-1325B BOTH AERO BLACK 黒 1.3

■BD-0403 ■BD-0410

■BD-1210 ■BD-12182

■BD-0850

BOTH BLACK・AERO・補助材

■CS-0403-20 ■CS-1120

■CD-1225 ■CD-1325B

■BT-100TP BT-P100F

エコ両面・仮止め・ガーニッシュ・エアロ用テープ

品　　番 品　　　　名 基　材 色 0 巾mm 0 用途

CS-0403-20 BOTH ACRYLIC 3mm
アクリル

グレー 0.4 3 20 プロテクターモール

CS-1120 BOTH ACRYLIC 半透明 1.1 20 10 耐熱性・外装部・内装部

CG-1608 BOTH FREX 1608

特 殊

アクリル

グレー

1.6 8

11

ドアエッジモール

サイドモール　　　

エアロ部品等

ルーフモール

スポイラー

バンパーモール

ピラーガーニッシュ

CG-1610 BOTH FREX 1610 10

CG-2010 BOTH FREX 2010 2.0 10

CG-2015 BOTH FREX 2015 15

CG-3010 BOTH FREX 3010

白

3.0 10 10
CG-3015 BOTH FREX 3015 15

CG-4010 BOTH FREX 4010 4.0 10 5
CG-4020 BOTH FREX 4020 20

品　　番 品　　　　名 基　材 色 厚mm 巾mm 長M 用途

PD-0203 エコ両面テープ3mm

フィルム 透明 0.2

3

10
バイザー・ガーニッシュ

テープ跡に再利用可

PD-0205 エコ両面テープ5mm 5

PD-0208 エコ両面テープ8mm 8

PD-0210 エコ両面テープ10mm 10

PD-0212 エコ両面テープ12mm 12

PD-0215 エコ両面テープ15mm 15

SD-09 スーパーテープ9mm
不織布 白

0.2

9

30
仮止めSD-15 スーパーテープ15mm 15

SD-18 スーパーテープ18mm 18

■古いテープのノリ跡の上に貼り、再利用も可・仮止めテープ。

■スーパーテープ

■エコ両面テープ

厚mm 長 M



●ボディの水垢落とし。
●ダッシュボードの汚れ・室内
の樹脂部の汚れを落とします。

●ドアノブの り傷も簡単に消
せます。

■メッキ部がくすむと高級感が出ません。

■黒い樹脂の色あせ・劣化の回復。

表面に塗布で長期保護(約１年)。

■ヴューズ・スーパーワン
■MODEL：RE-6000(200ml・1L)

■鉄粉除去クロス
■MODEL：RE-5840(29cm×27cm)実寸

●ボンネットやサイドの鉄粉を水洗い
しながら拭く作業で使用します。

■鉄粉除去洗剤
■MODEL：RE-5900(1L・4L）

●傷が心配のない洗剤タイプです。
●スポンジで洗い流しながら落とします。

■レストブルーメタルペースト
■MODEL：RE-5750P(200g)

■メッキ部を数回専用スポンジ
で磨く事で輝きが戻ります。
RE-5700のスポンジ使用。

■ヴューズ・モールコート
■MODEL：RE-3300(50ml)
■汚れを無くしてもすぐに元に戻り
ますのでコート膜で保護しましょう。
復元したメッキ部を長期保護します。
(約１年)

■スーパー樹脂コート
■MODEL：RE-3200C(70ml)

■ムートンシャンプー
■MODEL：RE-4100MC(2L)

●泡立ちの良い洗剤を
使用で、きめ細かな
洗車ができます。

●20倍に希釈で経済的
です

●汚れ落ちの良いシャ
ンプーです。

●先端の振動ノズルが
室内の隠れたほこり
を振動エアーで確実
に吹き飛ばし、時間
短縮になります。

■ダイナミックエアーガン
■MODEL：SBT-4300

■ヴューズ・ウロコ除去剤＊ガラス用
■MODEL：RE-4770WS (250g・1Kg)

●外車のフロント可 ●頑固なウロコ用 ●大型車・バス

■MODEL：RE-5000WS(250g・1kg) ■RE-5500WS(250g・1kg)

●窓ガラスを専用スポンジで
こするだけの簡単作業で頑
固なウロコが落とせます。

■ヴューズ・クリーナー
■MODEL：RE-3210K(350ml)・(180ml)
■コート剤を塗る前の脱脂処理剤です。

■ヴューズワンスポンジ

■MODEL:RE-5000SP
長:95mm･巾:60mm･高:25mm

■モールコートスポンジ
■MODEL：RE-3240SP(2ケ入り)

長:90mm･巾:20mm･高:34mm

■頑固なウロコ汚れには低回転ポリッシ
ャーを使用ください
作業性が良く低回転で素材を傷める心
配がなく磨くことが出来ます。
(回転数：3,000rpm)
SBT-M580NB-UBのバフを使用。

■エアー式低回転

ポリッシャー

■MODEL：SBT-580N

■50mm専用バフ

■SBT-M580NB-UB

■コート剤塗布クロス
■MODEL：RE-5710

サイズ21cm×21cm・(5枚入り)
■スーパー樹脂・モールコート塗布



■ヴューズワンＢＯＤＹ
■MODEL：RE-4500BL(500ml）

●落ちにくい頑固
なボディのウロ
コ落としに最適。
(全色対応)

●納車前の洗車後の乾いたボデ
ィにＧコートαを吹き、ボデ
ィを拭き上げで撥水します。
撥水状態６ケ月

●洗車後の乾いた状態
でボディに塗り込
み乾いてから拭き上
げます。有料につな
がる作業です。
撥水状態２年

●気になるボディの線傷を る
ことで表面の細かな線傷を消
したり、水垢を落とします。
撥水状態６ケ月

■ヴューズ・Ｇコートα
■MODEL：RE-4850(500ml・2Ｌ）

■ヴューズ・２イヤーコート
■MODEL：RE-4920(100ml）

■ヴューズ・ＧコートＴ
■MODEL：RE-4880(500ml・2Ｌ） ■ヴューズ・スーパーⅡ

■MODEL：RE-6400(200ml・500ml）

●色あせしたボディの色を新車
に近い色に復元させます。
手作業でもポリッシャーでも
使用できます。

●乾いた状態のフロント
ガラスにティッシュを
使って塗り込みます。
50km走行で水玉が飛び
視界が良くなります。
撥水状態６ケ月

■ヴューズ・ブロー撥水
■MODEL：RE-4450(300ml）

■ガラス専用クロス
■MODEL：RE-7500

(50cm×30cm）
●拭き上げでガラ
スに水スジが残
らなので二度拭
きが要らない
クロスです。

■ダブルアクションボトル
■MODEL：EX05(500ml・1L)

●ポンプレバーを
握った時と離し
た時にスプレー
します。
RE-5800フロー液
や一般の洗剤も
使用できます。

●ダスト汚れを洗い流す
スポンジです。
細かな部分の汚れ落
としも簡単に出来ます。

■フロースポンジ
■MODEL：RE-5801(円柱部33mm長さ330mm)

■ヴューズ・フロー
■MODEL：RE-5800(500ml・2L)

■仕上げクロス
■MODEL：RE-7400

(40cm×40cm)
●吸水性が良いクロスです。

２イヤーコート等の
拭き上げに最適です
キズになりません。

■ディテイリングクロス
■MODEL：RE-7000D

(29cm×50cm)5枚入り

●吸水性が良いクロス。

■ヴューズ・Ｇコート
■MODEL：RE-4800(500ml・2L)

●納車前の洗車時に れていると
きにＧコートを吹きかけ拭き上
げで撥水します。
撥水状態３ケ月

■ヴューズ・

5イヤーコート
■MODEL：RE-4950

(50ml×2本）

●ボディを下処理した後に
コーティングします。
輝く光沢が出ます。
撥水状態５年

■コートスポンジ(塗り込み用)
■MODEL：RE-3020

(長:97mm×奥:47mm×高:35mm)

■ハイパークロス・ｽﾎﾟﾝｼﾞ
■MODEL：RE-4520TS

(長:17cm×奥:12cm×高:2.3cm)

●スプレーで吹きか
け水道水を強くか
けるだけでこびり
ついたダストを洗
い流せます。
別売のスプレー
EX05でも可能

です

■ヴューズワンメルツ
■MODEL：RE-4600ME(300ml）

●ボディウロコ除去の最強品。



こするだけの簡単作業で黄ばみを除去！

RE-2000K使用

■研磨することなくレンズの傷の細かな

黄ばみまで取ります。

■驚きの透明感を数分の作業で手に入れ

ることができます。

品　番 品　　　　名 容量 用　　　途 使　用　箇　所

RE-2000K クリーナー 容量 黄ばみ落とし レンズ・樹脂

RE-3000C ガラス系レンズコート 100ml コート（保護剤） レンズ・モール

作業時間が短いスピードクリナー：約3分～5分
有機系の保護コートで短時間乾燥！・

■透明度と輝きが戻ります。

■再劣化を3ヶ月～6ケ月防ぐことができます。

■新品レンズの劣化防止にも最適。

品　番 品　　　　名 容量 用　　　途 使　用　箇　所

RE-2200V スピードクリナー 200ml 黄ばみ落とし ライトレンズ面

■レンズ面がまだらになってしまっていたり、
表面にヒビが入り、磨いただけでは修復出来
ないときは2,500番～3,000番のペーパーで磨
いた後に特殊製造のコンパウンドで研磨する
方法で行います。輝くレンズ面が戻ります。
最後に皮膜の劣化保護のためにRE-3000Cでコ
ーティングします。

約１年～１年半持続効果があります。

ガラス系の保護コートで長寿命！
RE-3000C使用

■透明度と輝きが戻ります。

■劣化を1年～１年半防ぐ事ができます。

■新品レンズの劣化防止にも最適。

※事故等で片側のみの交換では左右の差が出ます。
※コート剤の乾燥時間：約1時間

RE-001KC

RE-2200V

■RE-2000Kで黄ばみ除去 ■RE-3000Cでコーティング

■特殊コンパウンドで磨く際に低回
転ポリッシャーを使用ください
0～2,500rpmと低回転域を使用し
ヘッドライト樹脂を回転熱で溶か
す心配がなく磨くことが出来ます。
75mm専用バフを使用します。
(回転数：0～2,500rpm・0～7,500rpm
の 2段階。)

株式会社 テクノ・ソテック www.techno-sotech.com
〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町33-13 TEL:045-324-0834/FAX:045-324-0847

■塗布して30秒後に汚れが浮い
てきます。浮いてきた汚れを拭き

取って完了です。

※光沢期間を長くしたいときはRE-003VCのセット品を使用します。
作業手順

下地処理剤(RE-3210K)で下処理後、ガラス系保護膜の(RE-3000C)を

レンズ面に塗布で仕上げです！

■充電式低回転

ポリッシャー

■MODEL：SBT-EL12RB

■特殊コンパウンド(200ml)

■RE-6200PC
■粒子の異なるコンパウンドを配合して製造。

これ１本で最終仕上げが可能になります。

(ボディ磨きも可)

■75mm専用バフ

■SBT-M580B-3UB

品　番 品　　　　名 容量

RE-2200V スピードクリーナー 200ml

RE-3210K 下処理材 180ml

RE-3000C ガラス系レンズコート 100ml

磨きスポンジ １個RE-003VC

RE-003VCセット内容品


