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G-color series

G-color series

溶剤シリーズ

G-color series

ガイアノーツの核ともいえる塗料、溶剤シリーズ
ガイアカラー薄め液

GAIA COLOR THINNER

T-01s ガイアカラー薄め液【中】

T-01m ガイアカラー薄め液【大】

T-01h ガイアカラー薄め液【特大】

品番 ： 86040
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 500円
（税別）

品番 ： 86041
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 800円
（税別）

品番 ： 86042
内容量 ： 1,000ｍｌ
価格 ： 1,400円
（税別）

ブラシマスター

BRUSH MASTER

T-06m ブラシマスター【大】

T-06h ブラシマスター【特大】

品番 ： 86051
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 900円
（税別）

品番 ： 86052
内容量 ： 1,000ｍｌ
価格 ： 1,500円
（税別）

ガイアカラー薄め液にリターダーを加えた溶剤です。
リターダーを加えることで、塗料の乾燥時間が遅くなり、
エアーブラシ塗装時には白化現象を抑え、筆塗りの際には筆ムラがなくきれいに
塗ることができます。乾燥が遅いことで塗料が平滑に広がり、光沢感が増す効果もあります。必要に応じてさらにリターダーを加えてご使用下さい。

ガイアカラーをはじめ、
ラッカー系塗料を薄めるための薄め液です。
ラッカー系塗料は乾燥時間が早く、塗膜が強く、発色が良いのが特徴です。
エアーブラシ塗装にも向いています。使用する
際には換気をしっかりおこなって、必ずマスク、手袋をして作業して下さい。

モデレイト溶剤

アクリル系溶剤

MODERATE THINNER

ACRYLIC THINNER

T-02s アクリル系溶剤【中】

T-02m アクリル系溶剤【大】

T-07m モデレイト溶剤【大】

T-07h モデレイト溶剤【特大】

品番 ： 86043
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 450円
（税別）

品番 ： 86044
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 700円
（税別）

品番 ： 86053
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 1,000円
（税別）

品番 ： 86054
内容量 ： 1,000ｍｌ
価格 ： 1,600円
（税別）

水溶性アクリル塗料を薄めるための互換性溶剤です。
アクリル系塗料を薄めたり、使用した筆を洗う時などに使用します。
アクリル系塗料はラッカー系塗料に比べて乾燥が遅く、塗膜も弱い
ですが、水彩絵の具のような感覚で色を塗れる塗料です。

レジンウォッシュ

T-06ブラシマスターに香料を加えたのがモデレイト溶剤です。
エアーブラシ塗装時にどうしても部屋に溶剤臭が広がってしまいます。
そこで溶剤に香料を加え、嫌な溶剤臭を少しでも軽減さ
せることに成功しました。
ストレスなく塗装に集中するため、
同居や周囲の方に配慮するために効果があります。溶剤臭は抑えられますが、換気は怠らないで下さい。

RESIN WASH

リターダーMAX

T-03m レジンウォッシュ
【大】

T-03h レジンウォッシュ
【特大】

品番 ： 86046
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 900円
（税別）

品番 ： 86047
内容量 ： 1,000ｍｌ
価格 ： 1,500円
（税別）

レジンキャストやホワイトメタルパーツに付着している離型剤を強力に落とす溶剤です。離型剤が残っていると塗料が剥がれ落ち
てしまう可能性があるので、
このレジンウォッシュを容器に移し、
そこにパーツを10分ほど浸けた後、
中性洗剤できれいに洗ってく
ださい。数回は繰り返し使用できます。

レジンウォッシュとは、
レジ
ンキャストやホワイトメタル
パーツに付着している離型
剤を強力に落とす溶剤です。
2、3回は繰り返し使えます。
容器に移してパーツを浸け
こみ、
その後中性洗剤などで
洗い流せばきれいに離型剤は落ちます。離型剤が残っている
と塗装後に塗料が剥がれる場合がありますので、重要な工程
のひとつです。
フィギュアの製作には欠かせない溶剤です。

RETARDER MAX

T-08s リターダーMAX【中】
品番 ： 86059
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 800 円
（税別）

塗料に対して5％〜15％ほど添加することで、塗料の乾燥時間が遅くなる添加剤です。乾燥時間を遅くすることで、
エアーブラシ塗装では白化現
象を抑え、筆塗りでは筆ムラを抑える効果があります。塗装面が平滑になるので光沢感も増します。季節や部屋の湿気の状況に応じて添加量を
調節してください。

メタリックマスター

ツールウォッシュ

METALLIC MASTER

TOOL WASH

T-04s ツールウォッシュ
【中】

T-04m ツールウォッシュ
【大】

T-04h ツールウォッシュ
【特大】

品番 ： 86048
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 550円
（税別）

品番 ： 86049
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 900円
（税別）

品番 ： 86050
内容量 ： 1,000ｍｌ
価格 ： 1,500円
（税別）

塗装で使用した筆やエアーブラシの塗料汚れを強力に落とす洗浄用溶剤です。
ツールのアフターケアをしっかりおこなうことで、道具は長持ちしますし、次の塗装時にストレスなく作業に取り
かかることができます。
プライマー使用後は必ずこちらのツールウォッシュで洗浄することをお勧めします。

エナメル系溶剤

ENAMEL THINNER

T-09s メタリックマスター【中】

T-09m メタリックマスター【大】

品番 ： 86060
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 700円
（税別）

品番 ： 86055
内容量 ： 500ｍｌ
価格 ： 1,200円
（税別）

メタリックカラー用のガイアカラー用薄め液です。
メタリックカラー、
パールカラーの粒子を均一にムラなく薄めることで、今まで以上に金属感をきれいに表現することができます。通常の薄め
液の成分とは違って、
メタリックの粒子を分散し、定着する内容になっています。
エアーブラシ塗装で効果が出ます。通常のカラーを薄める場合でも問題なくご使用できます。

メタリックカラー専用溶剤「T-09メタリックマスター」
溶剤系アクリル樹脂塗料（通称ラッカー系塗料）
用のメタリック

T-05s エナメル系溶剤【中】

T-12 速乾性エナメル系溶剤

品番 ： 86061
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 700円
（税別）

品番 ： 86066
内容量 ： 50ｍl
価格 ： 600円
（税別）

カラー、パールカラーをムラなくきれいに仕上げるために成分

を見直し、
カラーの粒子を均一に分散して定着させる内容にな

っています。
エアーブラシ塗装時に効果が発揮されます。
メタリ

ックマスターの効果を最大限に発揮する方法は希釈率を高くす
ることです。3倍から4倍に薄めて、吹きかけるというより、
コンプ

レッサーの圧を弱めにしてふわっと乗せる感じで塗装してみて

エナメル系塗料を薄めるための互換性溶剤です。
ペトロールをベースにして適度な溶解
力を得ることに成功しました。通常の塗装にはもちろん、
ラッカー系塗料で塗装した後に
モールドに流しこむ、
スミ入れでも活躍するエナメル系塗料。高品質で最適な配合の溶
剤なので、
プラが割れるといった現象はほぼありません。
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溶剤シリーズ

エナメル系塗料を薄める溶剤です。T-05エナメル系溶剤に比べて乾燥時間が早いタイ
プです。作業効率が良いことに加えて、
プラに浸透する前に乾燥させることで、
プラを割
る可能性が低くなります。乾燥時間が早いことでエナメル系塗料の特徴である平滑性が
失われるので、
スミ入れやウォッシングといった塗装に向いています。

ください。
メタリックマスターはリターダー効果のある成分も含
んでいるので筆塗りにも最適です！

メタリックマスター
で薄めたEx-シルバー

モデレイト溶剤
で薄めたEx-シルバー

溶剤シリーズ
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G-color series

G-color series

ブラシクリリン

BRUSH CLEAN & RINSE

ガイアペイントリムーバー

GAIA PAINT REMOVER

T-10s ブラシクリリン【中】

T-11r ガイアペイントリムーバーR 塗料落とし液

品番 ： 86062
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 1,000円
（税別）

品番 ： 86065
内容量 ： 250ｍl
価格 ： 1,000円
（税別）

溶剤系ではない、水溶性の筆洗い専用溶液です。G-01nブラシウォッシュにこの溶液を入れて使用することで、最大の効果を発揮できます。
塗料を剥がれ落とすイメージで筆をきれいにします。溶液使用後は必ず水洗いをしてください。
リンス効果もありますので、乾くと筆はさらさらになります。高
価な獣毛筆などの手入れに最適です。
エアーブラシには使用しないでください。

模型に塗装した塗料を落とすための溶剤、
ペイントリムーバーが剥離する性能を向上してリニューアル。素材を傷めることなく、短時間で塗料が落ちます。
サ
ーフェイサー、
パテ、接着剤（瞬間接着剤は除く）
も落とします。ABS素材は溶けて変形することがあります。ABS素材のものには使用しないでください。
ご使
用の際にはゴム手袋を着用して、使用後は中性洗剤でパーツをしっかり洗って乾燥させてから再塗装してください。

ガイアペイントリムーバーの使い方
塗装したキットをガイアペイントリムーバーを使用して塗料を落としてみました。

筆の汚れを落とすための水溶性溶液「ブラシクリリン」

T-01n
ブラシウォッシュ
に入れて
お使い下さい

G-01nブラシウォッシュにブラシクリリンを入れて洗うの

が一番効果があります。塗料系はラッカー系、アクリル

系、
エナメル系など模型用塗料は全てきれいに落ちます。
塗料以外にもマスキングコートや接着剤を使用した筆の
汚れもきれいに落とせます。

ブラシクリリンの使い方

1

ブラシウォッシュを使用した場合のブラシクリリンでの使い方です。

サーフェイサーを下地に塗装して、黄色で車体を塗装。
スミ
入れもした模型です。
こちらの塗料を落とします。

T-11s ガイアペイントリムーバーに浸けて5分から10分ほ
ど待ちます。

4
スミ入れ部分は少し落とすのに時間がかかります。

1

2

塗料で汚れた筆をブラシクリリンを浸し
たブラシウォッシュの中に入れます。

ブラシウォッシュの中に入れて軽くこす
り洗いします。

4

3
筆を傷めることなくみるみる塗料が剥が
れ落ちていきます。

あっという間に汚れが落ちました。

使用後のブラシウォッシュ

ブラシクリリン使用後

洗浄後の塗料はかたまりになってブ
ラシウォッシュの底に溜まります。

最後に水ですすぎ洗いして乾燥
させたら終わりです。
リンス効果もありますので、乾燥
するとさらさらの新品のようにな
っています。

3

2

手袋を付けて、歯ブラシなどでゴシゴシ擦れば塗料が落ち
ていきます。

5
念入りに擦れば、完璧に塗料が落ちます。
その後中性洗剤
で洗えばリペイントが可能です。ABS素材のものは溶けて
しまいますので、
パーツはできるだけ分割してください。

マイルドツールウォッシュ

MILD TOOL WASH

新型ツールウォッシュ
T-13m マイルドツールウォッシュ
【大】
品番 ： 86067
内容量 ： 500ｍl
価格 ： 1,200円
（税別）

NEW G-COLOR SERIES

においを
抑えました
MILD TOOL WASH

浄性能はT-04とほぼ同等ですが、成分を見直すことで嫌な溶剤臭を抑えた新型ツールウォッシュです。
さらに香料を加えることで、塗装時のストレスを軽減できます。
臭いは抑えてますが、溶剤ですので必ず換気をして、
マスクをして作業してください。
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溶剤シリーズ

溶剤シリーズ
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G-goods series

G-goods series

ツールシリーズ

G-goods series

モデラーの視点から
「こんなものが欲しかった」
という声を具現化したツールシリーズ

ブラシウォッシュ

BRUSH WASH

ニードルキャップ

NEEDLE CAP

フィニッシュマスターについて
フィニッシュマスターの発砲オレフィン製の先端は特殊な加工をしていて吸収力と柔軟性に
優れ、平らな面と細かい作業をする先端部分、
そして柔軟性を持つことで綿棒ではできなか
った作業も可能です。
フィニッシュマスターよりもさらに細い極細タイプはこれまで以上に細
かい作業ができ、難しかった部分のスミ入れの拭き取り、
汚しの表現が可能となります。

G-01n newブラシウォッシュ

G-02n newニードルキャップ

平面の拭き取り

スミ入れの拭き取り

品番 ： 80013
内容量 ： 1ヶ
価格 ： 350円
（税別）

品番 ： 80012
内容量 ： 2ヶ
価格 ： 200円
（税別）

平らな面があることで、余分な塗料を取ることだけがで
き、
スミ入れの仕上がりが非常にきれいになります。

左の図のように、
スミ入れの拭き取りが難しい所でも
「フ
ィニッシュマスター」
なら簡単に作業ができます。

筆洗い専用の容器です。
ツールウォッシュ
またはブラシクリリンを入れて使用します。
溶剤を入れたら底に沈んでいるブラシマッ
トの上で筆をこするだけでみるみる塗料が
落ちていきます。
ブラシマットの適度な粗さ
を活かして筆の表面だけでなく、内側の汚
れも落とすことができます。筆の汚れをや
さしく、確実に落とすアイテムです。

互換系溶剤のボトルに付けることができる、
アタッチメントキャップです。溶剤を注ぐとき
に微妙な量の調節ができる他、布などに染
み 込 ま せ たりす るとき 大 変 便 利 で す 。
「250mlタイプ」
「500mlタイプ」
「1000ml
タイプ」
のボトルに対応しています。

スペアボトル

SPARE BOTTLE

フィニッシュマスターリニューアル
大好評発売中のフィニッシュマスターがリニューアルしました。軸を新規に作り、使いやすさ
を向上させました。先端は12個入りになり使い勝手がよくなりました。吸収力が高く、柔軟性
がある先端はスミ入れの拭き取りやデカールの気泡抜き、
フィギュアの仕上げなどに最適で
す。極細タイプも軸をリニューアルして両端が使えるようになりました。一つ上の仕上げに欠
かせない仕上げ用ツールです。
※このページ内のフィニッシュマスターの一部画像はリニューアル前のものになります。

G-03n スペアボトル in レシピBOX

G-05n newスペアボトル大

品番 ： 86016
内容量 ： 4ヶ
価格 ： 380円
（税別）

品番 ： 80017
内容量 ： 1ヶ
価格 ： 200円
（税別）

ガイアカラー用の瓶を新たにスペアボ
トルとして販売することになりました。
4本入の箱には色を調色した際の混色状況が書けるように
なっています。
これでまた同じ色を作るときに困ることはあ
りません。
また、何の用途で使ったかを書いたりなど、
レシピ
BOXの使い方はご自分次第です。

ガイアカラーExシリーズと同じタイプの瓶でリニューアル
しました。最大60mlまで塗料を入れることができます。大
容量のスペアボトルとしてお使いください。

精密綿棒

PRECISION SWAB

マスキングコート

G-04r 精密綿棒

G-09r マスキングコートR

品番 ： 80030
内容量 ： 100本
価格 ： 380円
（税別）

品番 ： 80022
内容量 ： 40ml
価格 ： 600円
（税別）

N.Y綿棒として長らくご愛顧頂いた超極
細綿棒が精密綿棒としてリニューアルし
ました。綿の量を増やして拭き取りがさら
にしやすくなりました。
ツールの掃除から
スミ入れの拭き取り、
フィギュアの仕上げ
など精密綿棒でしか出来ない用途がたく
さんあります。

先端

フィニッシュマスターセット内容

MASKING COAT

セットの内容物は下記になります。
・ スティック： 1本
・ 先端 ： 12個
使用時はスティックの両端に先端を付けて使用してください。

スティック

先端部分

フィニッシュマスターならではの柔軟性

スミ入れ直後

さらに柔軟性が備わっていることで作業の幅がさらに広がります。今まではスミ入れの拭き取りが
難しかった所でも思い通りに作業ができることで作品の完成度は一段と上がり、作ることがとても
楽しくなります。
右の画像はスミ入れ後の拭き取りの様子です。右の画像は
汚しの雰囲気を残して拭き取りました。全てフィニッシュマス
ター1本で仕上げることができます。
綺麗に仕上げるのも、汚した感じに見せるのもあなたの思い
のままです。

マスキングコートRは塗装の際に重ね塗りなどで、前に塗っ
た部分を隠して色が混ざらないようにするためのマスキン
グ剤です。内容を見直してカット性、剥離性を向上しまし
た。
さらに使いやすくなり、作業がしやすくなりました。以前
のマスキングコートは乾燥後つや消しになりましたが、
リニ
ューアル後はつや消しにならなくなりましたのでご注意く
ださい。

フィニッシュマスター

先端

FINISHMASTER

フィニッシュマスターで拭き取り後

洗浄して再使用
フィニッシュマスターは洗浄することで何回でも使用することが出来ます。

6

G-06r フィニッシュマスターR

G-06br フィニッシュマスター極細R

品番 ： 80031
内容量 ： 1本 (先端12ヶ入り)
価格 ： 600円
（税別）

品番 ： 80032
内容量 ： 1本 (先端12ヶ入り)
価格 ： 600円
（税別）

綿ホコリが出ない、新しい発想の綿棒です。
柔軟性と吸収性が高いので、
スミ入れ後の
拭き取りには最適です。今まで作業の難しか
った場所の拭き取りも簡単に行えます。
その
他にも汚しの表現、
フィギュア、
ドールのメイ
クに、エアーブラシの洗浄でも役立ちます。
先端部分は溶剤で洗うことで繰り返し使用
することが可能です。軸をリニューアルして
使いやすくなりました。

フィニッシュマスターよりもさらに細い極細
タイプです。
これまで以上に細かい作業がで
き、難しかった部分のスミ入れの拭き取り、
汚しの表現が可能となります。耐溶剤性に優
れ、柔軟性がある高密度のスポンジタイプで
す。先端部分は溶剤で洗うことで繰り返し使
用することが可能です。軸をリニューアルし
て使いやすくなりました。

ツールシリーズ

エナメル系塗料使用時はエナメル系溶剤、
ラッカー系塗料使用時はツールウォッシュで洗浄するこ
とで汚れが気になるまで使えます。
（汚れがひどい場合は交換してください)
洗浄方法は溶剤に浸けた後、
ティッシュ等で先端の周りから
押さえるようにして、汚れを吸い取って下さい。

ツールシリーズ
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G-goods series

Decal, Primer, Z series

RBコーションデカールシリーズ

マイクロセラブレード

MICRO CERA BLADE

スペアセラブレード

SPARE CERA BLADE

G-12 マイクロセラブレード

G-13 スペアセラブレード

品番 ： 80023
内容量 ： ホルダー1本 (セラミック製刃1本入り)
価格 ： 1,200円
（税別）

品番 ： 80025
内容量 ： セラミック製刃3本入り
価格 ： 1,500円
（税別）

バリ取り、パーティングライン消し処理に最適
なセラミック製ハンドツールです。
セラミック製
なので手を切る心配もありませんし、成形品を
深くえぐりすぎる事もありません。刃は直刃と
丸刃の二種類が両側についていますので、
用途
によって使い分けてください。金属部分を回す
ことで取り替えが可能です。
力を入れすぎると
刃が折れる可能性がありますので、
あまり力を
入れすぎないようにご注意ください。

RB Caution decal series

ノンスケールの特別仕様水転写式コーションデカール

大好評発売中のバリ取り用ハンドツール
「マイクロセラブレード」
用の替刃です。
セラ
ミック製で衝撃には強いのですが、細かい
部分の作業にストレスなく使用できるよう
に刃の部分は薄くなっています。
力を入れて
しまうと折れてしまうというご意見を頂きま
したので、
この度スペアの刃を販売すること
になりました。3本入なので、折れてしまって
もすぐにご使用できます。基本的に力を入
れすぎないよう注意書きをよく読んでご使
用ください。

RBコーションデカール ホイルゴールド

RBコーションデカール ホイルシルバー

品番 ： 77014
内容量 ： 1枚入り
価格 ： 1,000円
（税別）

品番 ： 77015
内容量 ： 1枚入り
価格 ： 1,000円
（税別）

ノンスケールの特別仕様の水転写式コーションデカールで
す。
ホログラムシルバーは見る角度で色が変化するホログラム
箔、ホイルゴールド、ホイルシルバーはきらめくミラー調の箔
デカールになります。美しい輝きで豪華な、存在感がある、模
型映えするデカールが出来上がりました。光沢仕上げ推奨。
つ
や消しクリアーなどでコートすると色変化や鏡面の特長が消
えます。

ノンスケールの特別仕様の水転写式コーションデカールで
す。
ホログラムシルバーは見る角度で色が変化するホログラム
箔、ホイルゴールド、ホイルシルバーはきらめくミラー調の箔
デカールになります。美しい輝きで豪華な、存在感がある、模
型映えするデカールが出来上がりました。光沢仕上げ推奨。
つ
や消しクリアーなどでコートすると色変化や鏡面の特長が消
えます。

RBコーションデカール ホログラムシルバー
品番 ： 77016
内容量 ： 1枚入り
価格 ： 1,000円
（税別）

ノンスケールの特別仕様の水転写式コーションデカールで
す。
ホログラムシルバーは見る角度で色が変化するホログラム
箔、ホイルゴールド、ホイルシルバーはきらめくミラー調の箔
デカールになります。美しい輝きで豪華な、存在感がある、模
型映えするデカールが出来上がりました。光沢仕上げ推奨。
つ
や消しクリアーなどでコートすると色変化や鏡面の特長が消
えます。

マイクロセラブレードの使い方

プライマーシリーズ

塗料との密着性の相性が悪い素材に塗料をしっかり食いつかせる高品質プライマー

丸で囲んだ部分のバリを取ってみます。

刃を斜めに当てて手前に引くように削ります。

G-primer series

簡単にバリが取れました。削りすぎないので安心。
P-01 ガイアマルチプライマー

刃の入れ替え方

品番 ： 82051
内容量 ： 50ml
価格 ： 700円
（税別）

直刃と丸刃を入れ替えて使うことが出来ます。

マイクロセラブレード

プライマーとは塗料の密着性の相性の悪い素材に塗ることで、塗料をしっかりと食いつかせ剥がれないようにするためのものです。
ガイアノーツのプライマーは染めQテクノロジィ社のミッチャクロンの技術を提供して頂き完成した、模型用としては最高品質のプ
ライマーです。
レジンキャストやメタルパーツなど、塗料の密着性が悪い素材に薄く塗ることで、塗料をしっかりと食いつかせます。
薄めずにそのままご使用ください。厚塗りしないで、薄く、軽く塗るだけで驚くほどの密着性があります。

直刃
セラミック刃の
入れ替えが可能です

丸刃

Zシリーズ

Z series

塗装に関する様々なジャンルのサプライ品を提供するシリーズ

2

1

3
Z-01 ガイア プレミアム ハンドウォッシュ Z
品番 ： 83001
内容量 ： 200g
価格 ： 1,000円
（税別）

金属部分を持って回します。

8

ツールシリーズ

ゆるんだら刃を取り出します。

刃を入れ替えて締め直します。

塗装の際に手についた塗料をきれいに落とすためのハンドウォッシュです。
スクラブと洗浄成分のダブル効果で手や爪の間に着いた
汚れ、
ニオイをスッキリと落 とします。薬事法化粧品グレードなので手にやさしく高品質のハンドウォッシュです。手に水をつける前
に直接ハンドウォッシュを適量手に取り、汚れにすり込んでください。
汚れが浮き上がったら水で洗い流してください。

デカールシリーズ プライマーシリーズ Zシリーズ
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G-material series

G-material series

マテリアルシリーズ

G-material series

ガイアノーツの
「使える」素材、材料シリーズ
おうちdeデカール

OUCHI DE DECAL

INSTANT ADHESIVE CLEAR PUTTY R

M-03r 瞬間クリアパテ
品番 ： 81008
内容量 ： 10g
価格 ： 1,000円
（税別）

デザインナイフでサクサク削れる切削性が特長の瞬間接着剤系クリアパテです。超高粘度で、合わせ目消しや、接合面の穴埋めなど
に最適です。遅硬化タイプになっていますので、硬化促進剤の併用が必須になります。

M-02w おうちdeデカール ホワイトタイプ
品番 ： 81002
内容量 ： A6 ホワイト 2セット
価格 ： 600円
（税別）

ご自宅のインクジェットプリンタで簡単にオリジナルデカールが作れるキットがこちらの
「おうちdeデ
カール」
です。こちらは下地が白いタイプになります。
フィギュアの目から飛行機やキャラクターモデ
ルのマーキング、萌え系キャラをカーモデルに貼るのも自由自在です。

2

合わせ目消しで残ったスキ間に
使用して硬化スプレーすれば
すぐに作業できます。

4

3

エッジの処理
や気泡を埋め
るのにも最適。

ヤス
リ

1

瞬間クリアパテR

硬化後は400番のヤスリで整形できます。 塗布時にヒケにくく切削性が良好です。、
デ
付けすぎないようご注意下さい。
ザインナイフなどでサクサク削れます。

エポキシ系接着剤や
瞬間接着剤で接着後
スキ間の合わせ目
消しに最適。

透明なので、
フィギュアの合わせ目消しなど
で下地色を濃くすることがありません。

アーティフィシャルホール
インクジェットプリンタで印刷シートに鏡
面(または左右反転)で印刷します。

5

10分ほど乾燥させたら印刷シートの上か
ら接着剤シートを慎重に貼ります。
そして
しっかりと押さえつけて下さい。

6

貼りたいデカールを切り取ります。1〜
2mmほど余白を取ると見た目も綺麗に
なります。

7

接着剤シートについてるフィルムを剥が
します。

ARTIFICIAL HOLE

アーティフィシャルホール
品番 ： 77013
内容量 ：ブラック/マットブラック 各1枚入り
価格 ： 550円
（税別）

完成

塗装では少し面倒な円筒の奥の部分、砲塔などで穴が開いていない部分などに、
このアーティ
フィシャルホールを貼ることで穴が空いているように見せる擬似的なシールです。作業効率が
上がり、
キレイに仕上がります。
つやあり、
つや消し各1枚入り、
サイズは1mmから6mmです。

貼りたい位置を決めたら慎重に貼って下
さい。後からずらすことが出来ません。

その上からティッシュや指を使ってシート
を水で濡らします。下地が透けるくらいが
目安です。

10秒ほど経ったら指で表面の紙をずらす
ようにすればデカールが貼られています。

余分な水分などをティッシュなどで取っ
て、
乾燥させたら完成です。
十分乾いた後
からクリアーコートをすることも可能です。

アーティフィシャルホール使用例

デカールシートの貼り方
1

貼りつけたい絵柄の周りに1〜2mm余白をとって、
ハサミやカッターなどで切り抜きます。

2

貼りつけた薄型接着剤シートの表面の透明フィルムをゆっくりと剥がします。
剥がすと、薄い乳白色の接着剤が、画像面に転写している状態になります。

3

貼りつけたい場所に接着し、裏面に軽くこすっておきます。

4

※水に弱い表面をもつ素材への転写は避けて下さい。
※局面に貼る場合には、
面に合わせて軽く押さえておきます。

指に水を少量つけ、印刷ベースシートの裏面を湿らせる程度の水を含ませます。
10秒経ったらシートを滑らせるようにずらしてください。画像が転写されています。

クリアーコート時の注意
貼りつけたデカールの上からクリアー塗装する場
合、
デカールを十分に乾燥させ、
はじめは薄く様子
を見ながら塗り重ねて下さい。
上掛けする塗料、溶剤によってはデカールを侵す
場合もございますのでご使用前にお試し下さい。

※水はつけ過ぎないように、紙を湿らせる程度にしてください。
※画像が浮いている場合には中心から外側に向かって軽く押さえて下さい。

10

5

紙を剥がした状態で、転写して表面に水分が残っているようでしたら、
ティッシュなどで余分な水分をふき取って下さい。

6

5分ほど乾燥させたら出来上がりです。
マテリアルシリーズ

穴の開いていない砲塔の先端部分や、丸くて奥まった部分をキレイに黒くする場合など、
擬似的に穴が開いているように見せるためのシールです。
光沢とつや消しの2種類入り。
マテリアルシリーズ
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G-material series

G-material series

UVジェルクリア

UV GEL CLEAR

UVジェルクリアを使ったフィギュアの瞳への塗装
まずは適量を塗料皿などに出して下さ
い。そしてつま楊枝などに少し原液を
着けましょう。

M-04 UVジェルクリア
品番 ： 81005
内容量 ： UVクリアジェル 5ml / UVペン
価格 ： 1,500円
（税別）

UVジェルクリアは紫外線で硬化する樹脂です。付属のUVペンで30秒から40秒照射することで完全硬化します。
フィギュアの瞳に潤いを加えたり、
ちょっとしたクリアーパーツを作ることが可能です。下地の塗料に影響を与え
ず、硬化後はベタつきもなく、黄変もほとんどありません。1度に塗る量は3ミリまでとしてください。
それ以上の厚み
を必要とする場合は数回に分けて硬化させてください。

UVペンについて

それではフィギュアの瞳に塗ってみます

・付属のUVペンをご使用の前にまず絶縁体を外してください
・直接光を見ないようにご注意ください
・付属の電池は試験用です。
すぐに電池切れになる可能性がありますので、
その際は新旧や他種類の電池を混ぜず全てを新しい電池に交換してください

電池の交換方法（試験電池付き）

黒いボタンとスイッチが
ぴったり重なるようにはめてください。

1

2

4

3

※ボタン電池（LR1130）3個

電池を入れる方向に注意してください。

加工前の状態です。

パッケージに
入っているもの

左目にジェルクリアを塗ります。

UVペンで40秒ほど照射します。

今までにない表現が可能になったり
フィギュアに魅力を簡単に加えたり
画期的な新素材です。

ぜひ使ってみてください。
UVペン

UVジェルクリア原液

カチカチに固まりました。
瞳にリアル感が加わりましたね。

その他の使用例
クリアーパーツを
オリジナルで
作れます。

取扱説明書

ries
ods se
tes go

gaiano

使用方法
・かならず目立たない場所で試してからご使用ください。
・樹脂を厚さ3ミリまでを一度の限度として盛りつけてください。
・チューブから皿などに適量出して頂き、爪楊枝などで少量取って対象に塗ってご使用ください。
・付属のUVペンを約5㎝ほど離れたところから照射させて硬化させます。
厚さにもよりますが、
約20〜40秒で硬化します。厚みが増えると硬化遅延が起きやすくなります。
・一旦硬化した樹脂の上に重ねて盛りつけた場合、次の照射で完全に同化しますので、厚く盛りつけたいときは複数回に分けて硬化させてください。

飛行機モデルの
翼端灯などにも
使えます。

・表面のベタつきがなくなれば表面は硬化していますが、
内部は未硬化の場合もございますので、40秒は照射してください。
・塗料を侵さない性質の代償に、衝撃には弱くなっています。接着力はありませんので、硬化させた部分には強い衝撃を与えないでください。
・剥がしたい場合は爪楊枝などでフチを剥がすか、強い衝撃を与えると剥がれます。
・対象が平滑面の場合は本体と接する部分まで綺麗に硬化しますが、荒れた面や球面の場合や極端な球面の場合は表面から硬化することで樹脂が変形し、接する面に空気が入
ったようになることがあります。

コップの水や
ジオラマの
水たまりの
表現にも
最適です。

・少し離れたところから時間をかけて照射・硬化させると、硬化時の変形が少ないようです。

製品の特徴
・プラスチック、金属に使用できます。
・模型用塗料を侵さないアタック性の低い紫外線硬化樹脂です。
・フィギュアの瞳などに盛り付けることで、奥行き・透明感が出てリアルに見えます。
・作業時間が短く、
ホコリや気泡が入りにくく、黄変などの劣化が少ないことが特徴です。
・瞳の他にもクリアーパーツを作る樹脂として使うこともできます。

12

マテリアルシリーズ

わかりやすい画像がこちらです。
左の瞳にクリアジェルを塗
って硬化させました。硬化後はベタつきもなく、手で触って
も問題ありません。剥がしたい場合はつま楊枝などで フチ
からゆっくり剥がしていってください。

※数回に分けて
固めて下さい。

マテリアルシリーズ
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G-material series

G-material series

UVジェルグルー

UV GEL GLUE

UVジェルグルー使用例

M-05 UVジェルグルー
品番 ： 81006
内容量 ： UVジェルグルー 5ml / UVペン
価格 ： 1,500円
（税別）

UVジェルグルーは紫外線で硬化する樹脂型接着剤です。付属のUVペンで30秒から40秒照射することで硬化し
ます。表面にベタつきが残り、透明な接着剤として使えます。
クリアーパーツの接着やUVジェルクリアのバインダ
ーとしてお使いください。

UVジェルクリアのバインダー

衝撃に弱い

UVペンについて
・付属のUVペンをご使用の前にまず絶縁体を外してください
・直接光を見ないようにご注意ください
・付属の電池は試験用です。
すぐに電池切れになる可能性がありますので、
その際は新旧や他種類の電池を混ぜず全てを新しい電池に交換してください

電池の交換方法（試験電池付き）

その他の使用例

ポロッ

黒いボタンとスイッチが
ぴったり重なるようにはめてください。

※ボタン電池（LR1130）3個

電池を入れる方向に注意してください。

数カ所に点付けして
照射してください
UVジェルクリアで作ったコーティングは接着力がないので簡単に取れてしまうこ
とがあります。

使用方法

飛行機のキャノピーやカーモデルのガラスなどクリアーパーツの接着に最適です。

・かならず目立たない場所で試してからご使用ください。
・チューブから皿などに適量出して頂き、爪楊枝などで少量取って対象に塗ってご使用ください。
・付属のUVペンを約5㎝ほど離れたところから照射させて硬化させます。
厚さにもよりますが、
約20〜40秒で硬化します。
・クリアーパーツの接着用、UVジェルクリアを使用する前のバインダーの役割などに使う、接着力のあるUV硬化樹脂です。
・UVペンで照射しない限り硬化しない特性を活かして、
パーツの固定箇所の安定、
パーツ取付後の移動など使い勝手の良い接着剤としてもご使用できます。
・ヒケがほとんどないので、
肉厚に盛るとそのままの厚さで残ってしまいます。薄く平らに塗ってご使用ください。
・透明度が高いのでクリアーパーツの接着剤と使用しても接着跡はほとんど目立つことはありません。
・接着効果があるので、硬化後も表面に粘着質が残ります。
ホコリやゴミが付着しないようにご注意ください。

製品の特徴
・プラスチック、金属に使用できます。
・模型用塗料を侵さないアタック性の低い紫外線硬化樹脂の接着タイプです。
・黄変などもほとんど起こしません。
・スピード硬化で作業性も向上します。

表面に粘着質が残ったまま硬化します。

保管についての注意

下地を傷つけないようにご注意ください。

UVペンで照射するまで固まらないという特性を活かして、
角度を付けて取り付ける
パーツなどを慎重に位置を決めてから固定することが出来ます。

・樹脂の入った容器は使用しないときは付属の袋に入れて、高温多湿を避け、
日陰で保管してください。
・日光や蛍光灯の光でも若干硬化します。

硬化させる前にはみ出した部分を拭きとってください。硬化後すぐであれば、
はみ出
した部分はデザインナイフで切った後に剥がせます。

・硬化不良を防ぐため6ヶ月を目安に使い切ってください。

プレミアムマットパウダー
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M-06a プレミアムマットパウダー 超微粒子タイプ

M-06b プレミアムマットパウダー 微粒子タイプ

品番 ： 81009
内容量 ： 7g
価格 ： 600円
（税別）

品番 ： 81010
内容量 ： 7g
価格 ： 600円
（税別）

マット仕上げにするために塗料に加えるパウダーです。塗
料の種類を選ばず使用できます。
目安は塗料10mlに対し
て0.1〜0.5gを入れてください。加える分だけつや消し感
が増していきます。小スケールのフィギュア等に最適で
す。
エアブラシ塗装より筆塗りで効果が現れます。大量に
加えることで、
サビや泥などのテクスチャ表現もできます。
超微粒子タイプと微粒子タイプの2種類がありますので、
表現の仕方で使い分けてください。超微粒子タイプは滑
らかな質感、微粒子タイプは少し粗い質感になります。

マット仕上げにするために塗料に加えるパウダーです。塗
料の種類を選ばず使用できます。
目安は塗料10mlに対し
て0.1〜0.5gを入れてください。加える分だけつや消し感
が増していきます。小スケールのフィギュア等に最適で
す。
エアブラシ塗装より筆塗りで効果が現れます。大量に
加えることで、
サビや泥などのテクスチャ表現もできます。
超微粒子タイプと微粒子タイプの2種類がありますので、
表現の仕方で使い分けてください。超微粒子タイプは滑
らかな質感、微粒子タイプは少し粗い質感になります。

マテリアルシリーズ

位置が決まったら
照射で固定できます。

PREMIUM MATTE POWDER

接着されます
その上からあらためてUVジェルクリアを塗りクリアーコーティングを作ります。
こ
れでほぼ剥がれません。

ここに多めにジェルグルー

※強度は低いのでご注意ください。

UVペンで照射するまで固まらないという特性を活かして、
角度を付けて取り付ける
パーツなどを慎重に位置を決めてから固定することが出来ます。

マテリアルシリーズ
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G-material series

Modelers produce series

瞬間カラーパテ

M-07c 瞬間カラーパテ 純色シアン

M-07m 瞬間カラーパテ 純色マゼンタ

品番 ： 81011
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

品番 ： 81012
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混
色することで成型色と近い色を作ることができま
す。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用
できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフ
や紙やすりで仕上げることができます。合わせ目消
しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間が
かかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤（ス
プレーなど）
をご使用ください。

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混
色することで成型色と近い色を作ることができま
す。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用
できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフ
や紙やすりで仕上げることができます。合わせ目消
しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間が
かかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤（ス
プレーなど）
をご使用ください。

M-07y 瞬間カラーパテ 純色イエロー

M-07w 瞬間カラーパテ ホワイト

品番 ： 81013
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

品番 ： 81014
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混
色することで成型色と近い色を作ることができま
す。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用
できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフ
や紙やすりで仕上げることができます。合わせ目消
しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間が
かかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤（ス
プレーなど）
をご使用ください。

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混
色することで成型色と近い色を作ることができま
す。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用
できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフ
や紙やすりで仕上げることができます。合わせ目消
しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間が
かかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤（ス
プレーなど）
をご使用ください。

M-07k 瞬間カラーパテ ブラック

M-07g 瞬間カラーパテ サーフェイサーグレー

品番 ： 81015
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

品番 ： 81017
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。5色を混
色することで成型色と近い色を作ることができま
す。遅硬化タイプなのでじっくり調色してから使用
できます。硬化後は切削性が良く、デザインナイフ
や紙やすりで仕上げることができます。合わせ目消
しや気泡の穴埋めに最適です。硬化までに時間が
かかるので、早く作業したい場合は硬化促進剤（ス
プレーなど）
をご使用ください。

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。使用用途
の多いサーフェイサーグレーの色に最初から近づ
けた色になります。
このグレーをベースにして他の
カラーパテを混色することが可能です。遅硬化タイ
プなのでじっくり調色してから使用できます。硬化
後は切削性が良く、
デザインナイフや紙やすりで仕
上げることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋
めに最適です。硬化までに時間がかかるので、早く
作業したい場合は硬化促進剤（スプレーなど）
をご
使用ください。

原型制作、模型誌の作例などで活躍中の
「NAOKI」
氏がプロデュースする模型用品

NP003s プロユースシンナー

NP003h プロユースシンナー【特大】

品番 ： 30703
内容量 ： 250ml
価格 ： 700円
（税別）

品番 ： 30704
内容量 ： 1,000ml
価格 ： 1,800円
（税別）

筆シリーズ

BRUSH SERIES

NB-001 ドライブラシ01 細
品番 ： 30714
内容量 ： 1本入り
価格 ： 800円
（税別）

独自のカットが施されたナイロン毛を使用し、筆先を不揃いにすることで独自のタッチを得られ
ます。
さらに毛羽立ちしにくく、適度なコシがあります。
「塗る」
のではなくエッジに擦り付けるよう
に使うドライブラシに特化した筆です。
スモールサイズ。

NB-002 ドライブラシ02 中
品番 ： 30715
内容量 ： 1本入り
価格 ： 800円
（税別）

QUICK HARD SPRAY
瞬間カラーパテ純色シアン ＋ 瞬間カラーパテホワイト

純色シアン・純色マゼンタ・純色イエロー・ホワイト・ブラックの
カラーパテを混色することで︑
どんな成型色も再現できます︒

瞬間カラーパテ純色シアン ＋ 瞬間カラーパテ純色マゼンタ ＋ 瞬間カラーパテ純色イエロー

瞬間カラーパテブラック ＋ 瞬間カラーパテホワイト

PRO USE THINNER

＊メカサフの希釈に使う事で、耐摩耗性と喰い付きが向上します。
このため関節等部分などに
「色」
として使用しても、剥がれ／擦れが軽減出来ます。通常のガイアノーツ溶剤に比べ、強い溶
剤となっております。通常塗料の希釈にも使用でき、
同様の効果を発揮します。

品番 ： 81018
内容量 ： 20g
価格 ： 1,200円
（税別）

高粘度の色付き瞬間接着剤系パテです。混色の難
しいフィギュアなどに使うフレッシュの登場です。
こ
のフレッシュをベースにして他のカラーパテを混色
することが可能です。RC.ベルグ社の協力でベルグ
フレッシュに近い色味にしています。遅硬化タイプ
なのでじっくり調色してから使用できます。硬化後
は切削性が良く、
デザインナイフや紙やすりで仕上
げることができます。合わせ目消しや気泡の穴埋め
に最適です。硬化までに時間がかかるので、早く作
業したい場合は硬化促進剤（スプレーなど）
をご使
用ください。

Modelers produce series

プロユースシンナー

独自のカットが施されたナイロン毛を使用し、筆先を不揃いにすることで独自のタッチを得られ
ます。
さらに毛羽立ちしにくく、適度なコシがあります。
「塗る」
のではなくエッジに擦り付けるよう
に使うドライブラシに特化した筆です。
ミディアムサイズ。

瞬間カラーパテ
色見本

M-07f 瞬間カラーパテ フレッシュ

クイックハードスプレー

NAZCA（ナスカ）シリーズ

INSTANT ADHESIVE COLOR PUTTY

ヤスリ

IRON FILE IN MACHINABILITY

NT001 激削ヤスリ
品番 ： 30708
内容量 ： 1本入り
価格 ： 2,500円
（税別）

プロモデラー、
デザイナーなど幅広く活躍しているNAOKI氏プロデュースのNAZCAシリーズ
からツール初登場です。金ヤスリでありながらシャープな切削性平面を出しやすく、削り跡もキレ
イです。
やする際には引かないで、押す一方向で削ってください。

M-08 クイックハードスプレー
品番 ： 81016
内容量 ： 220ml
価格 ： 1,800円
（税別）

瞬間接着剤をあっという間に固まらせる硬化スプレーです。瞬間クリアパ
テ、瞬間カラーパテなど硬化時間の遅い瞬間接着剤に使用します。瞬間
接着剤で使用する場合は、接着面にスプレーし、付けるパーツに瞬間接着
剤を塗り、付け合せます。瞬間クリアパテ、瞬間カラーパテの場合、厚塗り
しないように盛りつけた上からスプレーすると硬化します。
引けが気にな
る場合は先にスプレーした上から瞬間クリアパテ、
カラーパテを塗布しま
す。低臭タイプなので、使用時にストレスを感じにくいです。大容量タイプ
なのでたっぷり使うことができます。
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マテリアルシリーズ

B

C

E

A

F

モデラーズプロデュースシリーズとは、
プロモデラーが独自のアイディアにより作りだした塗料やツール類を製品化していくシリーズです。
NAZCAシリーズは各メーカーで原型製作を手掛けつつ、各模型誌で毎月素晴らしい作例を作り上げ、そのほとんどが表紙を飾っている
「NAOKI」氏のプロデュース製品です。

D

NAOKI氏 プロフィール

各メーカーでの商業原型を手掛ける原型師でありメカニックデザインからグラフィックデザインまで手掛けるデザイナーでもある。
A 瞬間カラーパテ サーフェイサーグレー

D 瞬間カラーパテ フレッシュ

B

瞬間カラーパテ
瞬間カラーパテ
＋
サーフェイサーグレー
ブラック

瞬間カラーパテ
瞬間カラーパテ
＋
フレッシュ
イエロー

E

C

瞬間カラーパテ
瞬間カラーパテ
＋
サーフェイサーグレー
ホワイト

F フレッシュ

瞬間カラーパテ

＋

瞬間カラーパテ
マゼンタ

更に電撃ホビーマガジンやモデルグラフィックス等の各模型誌でキャラクターモデルを中心に第一線で積極的に作品を発表し続けるプロモ
デラーとしても活躍中。

©NAOKI

モデラーズプロデュースシリーズ

17

EasyPainter series

EasyPainter series

イージーペインターシリーズ

EasyPainter series

調色した塗料を簡単にスプレー塗装できる、画期的な新型塗装ツール

イージーペインターの使い方

イージーペインター

EASY PAINTER

塗装が楽しくなる簡単、便利な画期的新型ツール誕生！
ガイアカラーが簡単にスプレーになる塗装ツール
「イージーペインター」

EP-01 イージーペインター
品番 ： 83101
内容量 ： イージーペインター本体(LPG 80ml)
専用ボトル、計量カップ、
スペアチューブ
価格 ： 1,500円
（税別）

7分目くらいまで
塗料はこれ以上
入れないように
してください。

塗装メーカーが提案できる事は何か？それは発色であったり隠ぺい力であっ

たりと塗料の性能がまず上げられると思います。
また、
「ガイアノーツのこの色

で何かを塗ってみたい!」
と思ってもらえる塗

イージーペインターは自分の調色した塗料を
簡単にスプレー塗装できる、画期的な新型塗
装ツールです。
スプレー缶より細かい粒子で、
通常色からメタリックカラーまできれいに塗
装することができます。ボトルの洗浄も簡単
で、色替えもスムーズに行えます。
リタッチか
ら本格的な塗装までカバーできる、理想的な
塗装ツールが誕生しました。ガイアカラーの
場合は塗料1に対して溶剤1の割合くらいで
薄めて使用して頂くのが理想です。

料の開発もまた理想です。そして、塗料から

のアプローチだけではなく、塗ることの楽しさ

や塗り上げた物への特別感も同時に味わっ

てもらいたいと考えます。
「イージーペインタ

1
軽量カップと専用ボトルを用意します。

ー」
は、
「この色で何かを塗ってみたい」
という

2
塗料１に対して溶剤1〜1.5くらいの割合で薄めます。
濃いくらいから少しずつ試し吹きして調整してください。

3
慎重に専用ボトルに塗料を注ぎます。

気持ちを手軽に実現でき、
「 塗ることの楽し

さ」
を味わってもらう事のできる最高の塗装

ツールだと思います。
そして、更なるスキルア

ップを目指してもらいたいと思います。

スペアカートリッジ / スペアボトル

SPARE CARTRIDGE / SPARE BOTTLE

EP-02 スペアカートリッジ

EP-03 イージーペインター用スペアボトル

品番 ： 83102
内容量 ： スペアカートリッジ(LPG 80ml) 2本
価格 ： 1,600円
（税別）

品番 ： 83103
内容量 ： スペアボトル 2本
価格 ： 500円
（税別）

イージーペインター専用のスペアガス缶です。
2本入りなので、途中でガスが切れても安心です。
予備で常にご用意して頂きたいアイテムです。

イージーペインター用のスペアボトルです。
イージー
ペインターは気軽にどんな塗料もスプレー塗装でき
る塗装ツールです。
スペアボトルの発売で使い勝手
がグッと良くなると思います。

イージーペインター塗装面

4
本体に専用ボトルを取り付けたら準備完了。缶を横にした
り、逆さにしないでください。

5
左右に缶を動かしながらサッとスプレーしてください。10秒
以上続けて使用すると缶が冷たくなり、圧力が低下します。
数分間放置してから使用してください。

イージーペインターのパッケージはボトル立てに利用出来
ます。

専用ボトル、
チューブの洗浄方法

塗装面比較

洗浄にはT-04
ツールウォッシュ
が便利です

1
専用ボトルにT-04 ツールウォッシュを少量入れます。

ツールウォッシュを
入れ直して再度洗浄

2
ティッシュ等で口を塞ぎ、5、6回振ります。

3
1度溶剤を交換して、
再度5、
6回振ればほぼきれいになります。

イージーペインターの塗装面

5cm
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5cm

左 少し離れた位置から吹いた塗装

上 少し離れた位置から吹いた塗装

右 近距離で強く早く上から下に吹いた塗装

下 近距離から吹いた塗装

イージーペインターシリーズ

吹き出し口付近の汚れ
を落としてください

4
溶剤が固まらないうちにきれいにして下さい。使い終わった
ら洗浄するようにしましょう。

5
塗料の吹き出る出口周辺などを綺麗にして、
ツールウォッシ
ュをボトルに少し入れます。

6
塗装ブースや新聞紙に向けて噴射することでチューブの中
がきれいになります。

イージーペインターシリーズ
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