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2 ※ 本誌掲載商品の価格は全て税別表示となっております。消費税は別途申し受けます。

マルテー祭は「見て」「触れて」「お試し頂ける」塗装業界最大の総合展示会。
塗装用品・用具・機器をはじめ、防水・設備・オートボディーほか周辺分野に至
るまで、最新情報の発信基地として全国各地でご好評を頂いております。
4年ぶりとなる今回の東京マルテー祭は、「新時代の幕明け『み・ら・い』展」を
メインテーマに、幕張メッセにて開催いたします。
関連有力メーカー200社以上（予定）が出展し、新製品・新技術・新工法の展
示・ご提案はもちろん、謝恩特価・超目玉商品も盛り沢山！
来るべき新たな時代の幕明けにふさわしいビッグイベントです。
皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場下さい！！

第42回T刷毛・ローラー・塗装機器総合展示会

　

東京マルテー祭
開催迫る！！
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ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊
刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート
繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。
均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、
ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮します。

綿毛タイプのローラーの特長である
含み・肉持ちの良さはそのままに、
リントフリーを採用した毛羽が
出にくい「TWonder」。
泡や飛散も少なく、伸び・被りも
良いバランスの取れたローラーです。

毛羽・泡の
  発生を低減！
    抜群の塗料含み
               ＆伸び！！

ウェーブ化繊刷毛同等の
 含み性能を持つ
  特殊ストレート化繊刷毛！！

■レギュラー
■ワンタッチレギュラー
■ミドル
■スモール
■ミニ（中毛）

7・9inchサイズ

7・9inchサイズ

4・6inchサイズ

2・3・4inchサイズ

7inchサイズ

■筋 違
■隅 切
■銅 巻
■目 地 筋違

■目 地 平

10・15・20・25号サイズ

8・10号サイズ

8・10号サイズ

8・10号サイズ

30・40・50mmサイズ

Made in AKITA

毛丈 15mm 毛丈 20mm



3※ 商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。予めご了承下さい。

　次号のマルテーニュース112 号は、東京マルテー祭特集号です。

マルテーコーナー ペインティングトゥモローコーナー 工業塗装コーナー

オートボディーコーナー

工業塗装のテーマである「生産効率向上」に役立つ副資
材から機器・設備を展示・実演にてご提案致します。
コンプライアンス、作業環境改善、不良率の低減等の問
題を解決する商品も多数展示。生産効率向上を追求し
た塗装現場へのヒントやきっかけが見つかります。

伝統と匠の技、そして時代を先取りする最新技術
が融合されたマルテーの“ものづくり”。
会場では数々の新製品をはじめ、実演コーナー・
体験コーナーなど、創業以来100 年以上に亘り培
ってきたマルテーの“ものづくり”の真髄を
ご覧頂けます。

【インフラ リノベーション】
建造物に対する「長寿命化対策」に重要な素地調整や下地処
理の機器の展示・実演を行います。
併せて、橋梁等の塗膜に含まれる鉛や PCB、建築の仕上塗材
に含まれるアスベストなど、有害物質対策の資機材を展示
し総合的な提案を行います。

【環境対策 / 新工法】
環境、安全をコンセプト
に皆様のビジネスチャン
スを広げられるような各
種商品の展示・実演を行
います。

キッズコーナー

み・ら・いゾーン

VRを活用した作業体験コーナーや、
将来的に様々な用途での活躍が期待される
ドローンの実演展示などをご覧頂けます。

キッズコーナーでは刷毛・ローラーなど
の塗装を実際に体験できるコーナーをは
じめ、お子様がこれまであまり経験した
ことのない新しい体験ができます！
ご家族皆さまでお楽しみ頂けます。

東京マルテー祭用招待券について

本展示会のご入場には招待券が必要です。ご来場者にスムース

な受付・お買物をして頂けるよう、事前登録制とさせて頂いてお

りますので、お早めに最寄りのT特約販売店へお申込み下さい。

また今回より、弊社ホームページからも招待券をお申し込み頂

けるようになりました。ぜひご活用ください。

ご帳合販売代理店のご記
入がない場合は招待券は
発行できません。 
ご記入頂いたご帳合販売
代理店のご了承を得た上
で、招待券を発行いたしま
すので、予めご了承頂けま
すようお願いいたします。

ここをクリック！弊社ホームページからも
招待券をお申し込み頂けるようになりました。

招待券用申込フォームのご案内

Tオリジナル塗装ブース「AUTONOMOUS」に充実の新機能
を追加して生まれ変わった次世代型塗装ブースを展示。
他にも最新の鈑金・整備業向けソフトや、T独自の固定・修正
方法や軽鈑金システムをご提案。常に変化し続ける自動車修
理業界の情報を皆様にご提供致します。
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vol.25 静電気対策商品のご紹介
異物除去対策と生産効率向上に繋がるアイテム!！

静電気除去 発電ガン No.G-9

ガントリンク 
TAS-21GCB（バッテリー式）

コンプレッサーエアーだけで除電＆除塵ができる、画期的なイオナイ
ザーガンが新登場。内蔵されたエアータービンでモーターを回転させ、
除電イオン生成のための電力を発電。ACアダプターや高電圧発生装置
及び高圧配線不要、エアーホースを接続するだけで使用可能です。

デンキトール®グローブ
極細繊維の導電性ポリマーを反応形成させ
た、定番の静電気除去不織布 ｢デンキトール®｣
を手の平に施したニューアイテム。手にほど
よくフィットするデザインで、ワーク表面の異
物等をきれいに落とし静電気を除去します。

特殊帯電防止剤を含んだワイピングクロス「エレス
トン」。ワイピングするだけで、清掃に加え長時間
対象物の除電と帯電しにくい状態をキープ、生産効
率がアップします。

除電ガンの定番。煩わしいAC電源コード
から開放されたバッテリー式のガントリン
クです。

●電子機器や精密機械の組み立て・検査作業に
●塗装作業、研磨作業などにおける除電･除じん対策に
●耐久性に優れ、洗濯すれば再利用可能で経済的

●ケーブルの断線や修理等のトラブル解消
●別置きの高圧電源が不要
●エアーホースだけで足下スッキリ、
　広範囲の作業が可能、安全性もアップ

●ガラス面、疎水性プラスチック及び樹脂製品へ効果を発揮
●水で洗い流すか摩耗するまで効果が持続

●イオン+大量かつ強力なエアーブロー
●人間工学に基づいた抜群の操作性
●作業負担を軽減する軽量化

■仕様   サイズ：S/M/L   
  入数：1双/袋

●�標準価格�¥�3,500�
商品コード 653508 0002 〜製造元:日本バイリーン (株)

■仕様   
消費電力：0.85W 
電源：充電式電池（NiMH）1.2V×2本 
　　  又は単3乾電池×2本 
動作時間：連続約6時間（充電時間/7時間） 
使用空気圧：0.7MPa 
流量：200L/min（最大） 
サイズ：W54×D169×H205mm 
質量：420g

●�標準価格�¥�110,000�
商品コード 653546 0002

■仕様　 除電方式：交流コロナ放電方式   
印加電圧：AC8kVp-p 
エアー入力：φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 
流量：200L/min（0.5MPa） 
サイズ：W232.5×D50.6×H191mm  重量：約470g

●�標準価格�¥�85,000��商品コード 653526 0009
■仕様   サイズ：約225×225mm  入数：50枚/袋
●�標準価格�OPEN��商品コード 653512 0000

URL:https://www.maru-t.co.jp

QRコードからも
招待券申込フォームへ

入れます。

※φ6mm等のエアーホースをご使用の場合、 
　オプション3mチューブセットが必要です。



■仕様　 
付属品内容： リチウムイオンバッテリー/ 充電用USBコード / 

ティアオフレンズ 20 枚
質量：153g（ゴーグル）　93g（バッテリー）

●�標準価格��¥�32,000��商品コード 600620 0930

※ 本誌掲載商品の価格は全て税別表示となっております。消費税は別途申し受けます。

New Products
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●耐荷重 約600kg
●便利な折りたたみ式
　ハンドル

産廃物・資材・商品等の運搬に便利なタイヤ付フレコンスタンド。
200φの大型ノーパンクタイヤ採用で、土の上や砂利道・少々の
段差でもガンガン進めます。
台車スタイルとしても
使用可能です。

タイヤ付フレコンスタンド

台ゴローDX09

段差も砂利道も
ガンガン進む！

■仕様
本体質量：約35kg　 
材質：【本体・支柱】スチール製　
　　  【タイヤ】天然ゴム製 
　　　　　（ノーパンク仕様）　　  
サイズ：850×850×H935mm

●標準価格�OPEN��
　商品コード 562390 0000

工場や駐車場などの床に付着した
フォークリフトや車のタイヤ痕を
キレイに落とせる除去剤。
汚れ部分に原液を浸透させ、
擦って拭き取るだけの
簡単作業です。

■仕様   容量： 4ℓ   希釈倍率：原液　液性：中性

●�標準価格��¥�11,600��商品コード 332352 0004

タイヤ痕除去剤

タイヤ痕リムーバー 4L08

タイヤゴムの樹脂を
特殊溶剤で
溶かして除去！

SMAD22VD-E
オイルフリーコンプレッサ07

■仕様　 
空気量：3.7㎥/min　 
吐出圧力：0.7MPa　 
出力：22kW　 
電圧：200/200・220V   
質量：950kg
寸法：W2,040×D900×H1,570mm

●�標準価格��¥�9,200,000

業界初の屋外設置型
オイルフリーコンプレッサ！

ヘンセイシリコーンNB-LMに600ml入りソーセージタイプが
新登場！従来のカートリッジタイプよりお手頃で、
使用後のゴミも10分の1に減少します。

■仕様   容量：600㎖   入数：6本/ケース

●標準価格�OPEN��商品コード 360818 0001〜

SG600
ヘンセイシリコーン NB-LM06HD-QCH

クイッククリーナーヘッド04
塗装機の塗料通路やホース内部を
短時間で効果的な洗浄を実現。
本機を通して、エアと洗浄液をミックス
させることでバブリング効果を
生み出し、高速洗浄が可能。
洗浄時間の短縮・洗浄液使用量
の減少に貢献します。
お手持ちの圧送タンクや
ダイアフラムポンプへ容易に
取付け可能です。

●�標準価格��¥�80,000��商品コード 424124 0000

■仕様　 
材質：SUS 
洗浄液入口：G1/4（F）
洗浄液出口：R3/8（M） 
エア入口：R1/4（M）（逆止弁付：1/4）

VC750DRG
充電式集じん機03CBM2600（Jタイプ/Nタイプ）

スタンダード発電機02

■仕様　 
周波数：50Hz（J）60Hz（N） 
定格出力：2.3kVA（J） 2.6kVA（N） 
燃料タンク容量：13ℓ 　 
乾燥質量：42.0kg 
騒音レベル：99dB（J） 101dB（N）

●�標準価格��¥�89,800��商品コード 405341 2600 〜

2.6kVAの高出力！
長時間の使用が可能！

塗料通路や塗料
ホースを高速洗浄！

ルパンクーペマスカー01
「ルパンマスカーⓇシリーズ」のラインアップに、人気のマスキング
テープ「ルパンクーペ」を使用したマスカーが新たに仲間入り！
不織布＋特殊フィルムの採用で手切れ性が抜群で重ね貼りも良好。
糊残りが少なく、テープ背面に塗料が密着することで見切りもキレ
イに仕上がるマスカーです。

商品コード 200703 1100 〜

■仕様   
基材：不織布・特殊フィルム 
サイズ：テープ幅  16mm
　　　　 【ミニタイプ】 550mm×20ｍ
　　　　【ショートタイプ】 1,100mm×20ｍ

手切れ性抜群！
糊残りしにくい！

“絶対にくもらない！” 常識を覆すゴーグルが誕生！
レンズ面が発熱することでくもり
を防ぐヒートレンズ技術を採用。
寒い冬や過酷な作業現場でも
クリアな視界を保ちます。

930XED 本体セット
HEAT-LENS05

レンズ面が発熱して
絶対にくもらない！

サーモカメラ映像
（室温26℃）

ベーシックカラー
7色展開！

超コンパクトで持ち運びラクラクな
乾湿両用充電式集じん機。
HEPAフィルタ搭載、大容量 7.5Lタンクで
粉じんをしっかり吸引し、排気もクリーン。
ブロワ作業・水周り作業の清掃ほか
様々な用途に活躍します。

■仕様 
電源：直流18V  質量：4.1kg 
吸込仕事率：50W（強）25W（標準） 
サイズ：W418×D251×H278mm

●�標準価格��¥�57,400��商品コード 331203 0750

Honda エンジン「GP200」を搭載したパワフルな2.6kVA
（60Hz仕様）の高出力発電機。
大型燃料タンク採用でより長時間の連続運転を実現、
現場でのプロユースからDIYまで、
幅広い用途で使用可能です。

●ブラシレスモーター
　搭載で高い吸引力
●リチウムイオンバッテリー、
　充電器付属

業界初の屋外設置型・インバータ制御仕様のオイルフリースクリュ
コンプレッサ。クラス最大級の空気量と低騒音も実現しました。
別契約のサービスにご加入頂くと、遠方にいながらも
コンプレッサの状況を把握でき、
トラブルを未然に
防ぐことができます。

充電式＋軽量コンパクト
で持ち運びラクラク！

 鋼構造物シール MSC1-27 湿気硬化型 1成分形 変性シリコーン系

第38 弾

鋼構造物シールは、高弾性・高耐候性・非塗装汚染仕様であることにより
鋼構造物の高寿命化及び、外観の維持に貢献する橋梁用シーリング材です。
また、速硬化タイプなので作業効率の向上にも期待できます。
床版目地や橋梁の上横構の支材などの防錆処理に最適であり、金属の収縮・
膨張にもしっかり追従できます。

●�橋梁の上横構や支材、スプライスプレート廻りなどの水が�
溜まりやすい箇所の防錆処理。
●仕上げ塗料の黒ずみ・汚染が殆ど発生しないノンブリードタイプ。
●伸び率500％以上、動的追従性が良好、優れた耐久性・耐候性を実現。
●床版目地・鋼板の目地に最適。
●安定した接着性で長期にわたり、シール機能が持続。

■仕様　 容量：320ml（カートリッジ）  梱包数量：10本/箱 
色の種類：ホワイト・グレー・アイボリー 
※アイボリーは受注生産

施工作業 施工後

※日塗工標準色に調色可能（要お問い合わせ）

橋梁の上横構や支材などの防錆に最適 !!

●�標準価格�OPEN��商品コード 360833 0001〜



メーカー各社 新製品ラインアップ

CI-295E

EZ3610LA1J-H

TG-01U・TG-02U

SWT-1000

ショート 80

高所点検ロッド

焼却炉

充電シーリングガン

膜厚計

センサースイッチ

快速スクレーパー
ペガサスロッド
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※ 商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。予めご了承下さい。 5

シーリングガンに待望のリチウムイオンタイプが登場！
硬めのシーリング材でも、作業量が多くても、電動式だから押し
出しがラクラクで、レバーを引く手間と疲れを軽減。
使いやすさも大幅に向上し、スムーズな作業ときれいな仕上がり
をサポートします。

■仕様　 
電池パック：LAタイプ（容量1.5Ah リチウムイオン)  
押出力：2.45kN  重量：2.15kg 
本体サイズ：L501×H259×W142mm 

●�標準価格��¥�48,300��商品コード 363408 3610

手作業の煩わしさを軽減！
�作業性抜群、充電タイプ！

279-221（3.6kg×4）・279-225（800g）
耐振パテ 6014

20W  BAT-HRE20SMC
マルチチェンジャー付 チャージライト17

【TG-01U】鉄素地のみに対応
【TG-02U】鉄・非鉄素地に対応

携帯に便利なハンディーサイズの膜厚計。上下反転表示機能
や、設定した上限・下限値を外れたことを知らせるアラーム設
定モードなど、便利な機能を搭載し
コストパフォーマンスに
優れています。

セメントと特殊樹脂配合で衝撃によ
るパテ割れを強力に防止！クラック
防止に最適な下塗り・中塗り用パテ。
ドア回りやエアコン設置部などのク
ラックが発生しやすい箇所へのパテ
処理に活躍します。

■仕様　 容量：【279-221】3.6kg×4【279-225】800g　 
　　　　施工の目安：約 50㎡/3.6kg・約10 ㎡/800g

商品コード 352414 0000 〜

衝撃に強い！！！
クラック防止に最適！！

お手持ちの投光器などに接続すると
センサーライトに早変わり！
最大約10mの広範囲で、人などの
動く熱源（赤外線）を感知してスイッ
チが入り、防犯対策に役立ちます。
防雨型なので屋外でも使用可能です。

■仕様　 
電源：AC100V 50/60Hz  接続機器の最大消費電力（電流）：1,000W（10A）
定格電流：10A  待機電流：0.02A  防雨型：IP65  コード：約30cm

●標準価格�OPEN��商品コード 544808 1000

各種法令に対応、国の基準を大幅にクリ
アした安心の焼却炉。
バーナーに失火自動検知機能を追加し
安全性が向上。
炉内のエア供給口は従来機の 1.7倍で
ムラのない焼却を実現。のぞき窓を標
準装備、焼却状況が一目で分かります。

■仕様　 
電源：AC100V  焼却能力：29.5kg/h　 
一次投入口サイズ：W540×H450mm 
使用燃料：白灯油  燃料タンク容量：90L　 
燃料消費量：4 〜6L/h   
本体質量：約1,330kg

●�標準価格��¥�2,560,000��※設置費用別途

安心構造・安心設計
�スイッチ操作が簡単

狭い場所での作業に最適！
ショートタイプで打撃力向上

クッションフロア、Pタイル、長尺シートや、屋上の
防水材等の剥がし作業に最適な「快速スクレーパー」
に全長205mmのショートタイプが登場！
短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上。
4種類の替刃（別売）と取替えも可能です。

■仕様   刃幅：80mm  全長：205mm  重量：362g  

●標準価格�OPEN��商品コード 506123 0069

お手持ちのWi-Fi デジカメ※ とタブレットで
高所点検を可能にするロッド。
軽量なのでラクラク移動、狭小地へも
スイスイ入り近距離からの撮影ができます。
室内やベランダで使用する場合には
分割して使用することも可能です。

充電工具のバッテリーで点灯可能！各社バッテリーがそのまま使
えるマルチチェンジャーを搭載した LED ライト。
床置きスタンドがハンガー型になっており、
パイプに掛けて使用可能です。

■仕様   定格光束：1,600Lm（High）   1m照度：485Lx（High）   
  色温度：6,000K（昼光色）  球寿命：40,000時間  LED：20W 
  サイズ：W220×D269×H409mm  質量：2.2kg

●標準価格��¥�38,000��商品コード 544061 0020

各社バッテリーが
そのまま使える！！

【適合バッテリー】
●パナソニック　●ボッシュ
●マキタ　● HiKOKI 
各社 18V/14.4V製品

小型ボディでパワフル!!

小型除雪機スノーブロア
MSB28N

手元で簡単操作、フット
ペダルでオーガーの
高さを楽に調整可能。
ヒーターによりグリップを
暖かくできます。

■仕様   
除雪幅：700mm　 
燃料タンク容量：5.5L 
サイズ：L1310×W720×H1110mm 
質量：120kg

●�標準価格�¥�357,000��
　商品コード 405110 0028

毎日の除雪がラクラク！

❶ジャケット AS2310

■仕様   
サイズ：M・L・LL・3L・4L　 
カラー：ブラック・ミックスグレー
●標準価格�OPEN　
　 商品コード 604590 0003〜

■仕様   
色：ブラック・迷彩　 
サイズ：M・L・LL・XL　 
材質：ナイロン・ポリエステル 
バッテリー容量：5200mAh　
●�標準価格�¥�14,800��
　商品コード 604440 0093〜

高い防寒性能と伸縮性
着心地快適！

3段階の
温度調節が可能！ 

カッコよくて動きやすい！

マック 防水防寒
ジャケット/パンツ
耐水圧5000mmH2Oの防水仕様
に、泥も弾く強力撥水加工。
ストレッチ素材を採用し、
スタイリッシュな見た目と
動きやすさを両立しました。

❷パンツ AS2350

■仕様   サイズ：M・L・LL・3L・4L　 
　カラー：ブラック・ミックスグレー

●標準価格�OPEN　
　 商品コード 604591 0903〜

■仕様　 
分解能： 1μm
電源： 単4乾電池×2個
測定範囲： 【鉄素地】0〜2,000μm/ 

【非鉄素地】0〜1,000μm（TG-02Uのみ）
サイズ：W55×H105×D27mm  質量：約85g（電池含む）

●�標準価格��¥�23,100〜��商品コード 550767 0001〜
※ バッテリー及び充電器は付属しておりません。

雨に濡れてもOK！
��防犯対策に◎

コストパフォーマンス
抜群の膜厚計！！

おすすめウィンターグッズおすすめウィンターグッズ

機動性・安定性バツグン！
分割して使用も可能！！

■仕様   
最大伸長時：10m   
最小縮長時：1.9m   
ロッド重量：3.5kg

●標準価格��¥�112,000��
　商品コード 553142 0001

【セット内容】
�・ロッド�
　上6段（グラスファイバー製）　
��下2段（アルミ製）�
・タブレットホルダー�
・専用腰ベルト�
・収納袋

使用イメージ

※デジカメは Wi-Fi 機能による
　リモート撮影可能かつ
　軽量タイプ（300g 以下）を
　ご使用ください。

EC

あったかヒーター内蔵ベスト!!

ヒートベストV BR-008 
上着の下に着ることもできる
Vネックタイプの
ヒーター内蔵ベスト。
背中＆脇腹付近にカーボン
ファイバーワイヤーを内蔵、
熱を逃がしにくく
効率的に暖めます。



日ごろよりお世話になっているボディーショップ様を訪れて
お話を伺わせて頂く「Tボディーショップ便り」。
今回は三重県尾鷲市にある「中平鈑金塗装」様にお邪魔しました。

信頼の技術に若い発想力をプラス

Auto Body Repair

6 ※ 本誌掲載商品の価格は全て税別表示となっております。消費税は別途申し受けます。

2016年にご導入頂いた「AUTONOMOUS�Jr」 約1,000坪の広大な敷地

　昭和50年8月に創業された「中平鈑金塗装」様。

創業時、社長は25才。若いながらも仕事に対し

て決して手を抜かない社長の姿勢は徐々に周

囲の評判を集め、周りの方のお力添えもありな

がら、現在に至るまで堅調に歩みを進めてこら

れました。

現在では長男の喜泰さんと次男の圭さんも入

社され、社長の奥様も含めたスタッフは計7名。

ご家族一丸となって、鈑金塗装だけでなく、整

備、車検や中古車販売など、広く業務を展開さ

れています。

2016年には弊社より塗装ブース

「AUTONOMOUS�Jr」をご導入頂きました。

株式会社
中平鈑金塗装

（三重県尾鷲市）
代表取締役社長 中平 春雄 様  

お忙しい中ご協力頂き、誠にありがとうございました。
これからも末長いお付合いをよろしくお願い致します。

らあそこに行けば間違いないよ』とうちの場所を教えて
もらったということで来られました。
初めて来られたお客様と事務所で一緒に夕飯を食べた
り、夜中まで悩み相談を受けたりすることもあります。
今では一般のお客様からの仕事がディーラーからの仕事
よりも増え、車検や中古車の販売台数も増えています。
一般のお客様が増えているということは、少しでも多く
の利益を得るということにもつながりますので会社に
とって大きな意義があります。」

−ブースの導入

「それまでは圧送式の古いタイプのブースをずっと使っ
ていましたが、ボイラーが故障してしまったため、2年
前に『AUTONOMOUS Jr』を導入しました。
以前のブースより大分広くなって、トヨタのコースターの
ような大きい車種にも対応できるようになり、故障もな
く、非常に使いやすいです。
欲をいえば、照明の位置や明るさは職人によってその感
覚や好みが違うと思うので、照明の設定をカスタマイズ
できるとさらにいいと思います。」

−息子さんの入社

「息子は2人とも高校卒業後、京都で修行し、長男は車体整
備士、次男は 2級自動車整備士の資格を取得して戻って
きてくれました。息子にはプレッシャーをかけたわけで
はなかったのに、自分たちの意思で私と同じ道を歩んで

−お客様第一の信念

「“お客様第一”の姿勢は創業当時からずっと変わらず、常にいい材料を使う
ことと、どんなに細かい場所でも丁寧な仕事をすることを徹底してきまし
た。これまでもクレームはほとんどなく、周りからも“良い塗装をしてく
れる”という評判を頂いている自負があります。
使用する塗料の差は時間の経過ですぐに現れてきます。目が肥えたお客様
が多いので数ヶ月経っただけでツヤがひけてしまうような仕事をすると、
たちまち評判を落としてしまいます。逆に常に信頼に応える仕事をしてい
ればセールスがいらず、皆様が口コミでお客様をご紹介してくださいます。
先日のお客様は広島から熊野へ帰る途中、尾鷲付近で車をぶつけてしま
い、近くの靴店で『どこかに修理工場がないか？』と尋ねたところ、『尾鷲な

昭和50年に創業された尾鷲市の「中平鈑金塗装」様。尾鷲市は、三重県南部の市で熊野灘に面しています

くれ、今家族でこうして一緒に仕事ができているという
のは本当に有り難いことです。
外で勉強してきたのでいろいろな意見を聞くことがで
きますし、新たな設備や機器などの情報にも精通してい
ます。若さならではの私には無い発想力も会社にとっ
て大きな力になっています。」

−今後の抱負

「昔は仕事があふれていましたが、これからはそうでは
ありません。お客様が豊富な情報の中から選べる時代
です。そんな中で選んでもらうために、地域にとって

『中平鈑金塗装に行けば車のことなら何でも対応してく
れる。』という存在でありたいと思っています。実際、タ
イヤ交換などでも周辺に大手チェーン店などがあるに
も関わらず、わざわざうちに持ってきてくれるお客様が
増えてきています。
そのためにもこれまで培ってきた経験や技術は伝承し
ながら、そこに若い世代の力をプラスして、“お客様第一”
の姿勢をさらに高めていきたいと思います。」

Tボディーショップ便り

スタッフの方々

お買得ヒーター！期間限定特価で大放出！

型�式:QH800-1B3H
定�格：三相 200V/3.6kW（10.5A）
バンクサイズ：W800×H590mm
タイマー：60分（連続運転可）
ヒータースイッチ：3灯別々
ポール高さ：2m（FL）
電源コード：10m（4P20Aプラグ付）

型�式:QH600-1B1H-100V
定�格：100V/1000W
バンクサイズ：W600×H180mm
ポール高さ：1.1m
電源コード：2m

型�式:CQH600-1B1H-100V
定�格：100V/1kW
バンクサイズ：W600×H180mm
ポール高さ：1.1m
電源コード：2m

クイックヒーター
QH600シリーズ

カーボンクイックヒーター
600シリーズ

コンパクトタイプ近赤外線乾燥機 遠赤・近赤・中波トリプル波長クイック乾燥機

2019年1月 〜3月末

¥31,000
期間限定特価

¥36,000
期間限定特価 ¥90,000

期間限定特価

遠赤、近赤、中波の３つの波長を同時に出力！

　塗膜の芯から締まった乾燥が行えます！ バランスウェート内蔵ポールで

　楽ラク上下移動！バンクの急な落下も防ぎます！

手軽な3灯式近赤外線乾燥機

クイックヒーター
QH800シリーズ

期 間

●�標準価格��¥�49,800　商品コード 541578 0600
●�標準価格��¥�55,800
　商品コード 541133 0600

●�標準価格��¥�156,000
　商品コード 541579 0800

（送料別途）

（送料別途）



オートボディーショップ関連用品

※ 商品またはご注文数量により、別途運賃が発生する場合があります。予めご了承下さい。 7

モジュラーリベットシステム

XPress800
目消し・肌調整用コンパウンド「QT-1L」が、
切削スピード、仕上がり性を大幅に
向上してリニューアル！
肌調整・目消し作業をより早く正確に
行うことができ、仕上がりが良くなった
ため、後工程も楽になり時間短縮にも
繋がります。

●�標準価格��OPEN

■仕様　 容量：700ml/840g

●�標準価格��¥�5,520　
　商品コード 341218 5975

■仕様　 容量：500ml・2L・4L　粗さ：超微粒子

●�標準価格��OPEN　商品コード 340365 3050〜

■仕様　  ノズル口径：1.3mm　吹付エアー圧：0.15MPa 
塗料噴出量：140ml/min　エアー使用量：200ℓ/min 
設定ガン距離：150mm　パターン開き：240mm

●�標準価格��¥�21,000　商品コード 420212 0131

カラークリヤーやガンメタリックなどの高難易度塗色でも容易に
塗装が可能なスプレーガンが誕生！
パターン内の粒子径を均一にすることで膜厚を均一に保ち、塗り
ムラを防ぎます。また、従来品より近接塗装が可能となりました。

パワフルなエアーモーターと新型イレーサーパッドがステッカー
や残った糊などをカンタン除去。
消しゴムのような素材が回転し、塗装などの下地を傷めることなく
効率良く削り取ります。
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ストレートタイプ P-85 /ベントタイプ P-86

カラークリヤー対応スプレーガン

QT-1LN

LEC-S

KAKIT2RU-EP83

MG-300038660

'kiwami RT W-101-1310BG

レンズイージーコート

コードレスミニポリッシャー

イオンシャワーマグナム
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スズペンストライプコットンバフR /
フラットコットンバフR

一発鏡面傷埋めコンパウンド

スーパーエアードライヤー

3MTM コンパウンド

目消し性能と仕上がりを
高い次元で両立

ストリッピングツール

従来品に比べ約1.7倍のイオン発生量で除電効果アップ！
連続使用時間も２倍に伸び、エア流量も大幅に増加。
重量バランスの見直しによる軽量化も図り、圧倒的に進化した
新型イオンブローガンです。

小型軽量で取り回し抜群
ハイパワーで作業性抜群

■セット内容
  電源付きポット（AC100V・シガーライター電源） 
液剤 600cc /一体型ノズル /分離型ノズル / 漏斗
●�標準価格��¥�27,000　商品コード 340531 0000

ボディーやヘッドライトなど、
小面積の磨き作業に最適な電
動ミニポリッシャー。
14.4Vのハイパワーで作業性
も抜群。コードレスなので場
所を選ばず、屋外や出張先で
も使用できます。

■仕様　 パットサイズ：φ72mm 
無負荷回転数：3,000r.p.m 
サイズ：W143×D47×H178mm 
電圧：14.4V　重量：1.0kg 

●�標準価格��OPEN　商品コード 504714 0083

角の多いギア型パッドで
簡単＆効率良く除去！

■仕様　 
無負荷回転数：3,800r.p.m  全長：195mm　 
重量：500g  推奨使用空気圧：620KPa 
推奨エアホース内径：9.5mm以上 
空気消費量：14.1cfm（0.41㎥/）   排気方向：後方 
備考：取替用イレーサーパッドは円型とギア型の２種類

●�標準価格��¥�15,800　商品コード 343119 0000

『力』のストレートタイプ
『技』のベントタイプ

■仕様　  
切断能力：鉄線φ1.5mm/ 銅線φ2.6mm  材質：特殊鋼　重量：140g 
全長：ストレートタイプ（P-85）160mm・ベントタイプ（P-86）154mm

●標準価格��¥�2,850〜  商品コード 536033 0085 〜

●ストレートタイプ●ベントタイプ

施工はカンタン
仕上がりキレイ

表面の黄ばみ・傷をペーパーで除去し、
蒸気を当てるだけ！
簡単・きれい・低価格の三拍子が
揃った新しいコーティングシステム、
ヘッドライトがあっという間に
キレイになります。

大きなキズを研磨剤で小さくし、
小さくなったキズはシリカと
特殊素材でかけていくうちに
埋まっていく全く新しい
タイプのコンパウンド。
ガラスコーティング施工前の
下処理に最適。
ブラック車専用のブラック
タイプもご用意しております。

削りながら埋めていく！
全く新しい工法！

ありとあらゆる
リベット作業に対応

リベット作業のすべてがこの１台で！
アルミの使用が多く、リベットが主流の
欧州車専用ハンディリベッター。
必要に応じてヘッドを交換するだけで、
あらゆる作業に対応します。

溶接機メーカーと工具メーカーが共同開発し
た新型溶接ラジペン。強い力のいる作業には
力を入れやすい｢ストレートタイプ｣、細かい作
業には操作性の高い｢ベントタイプ｣が大活躍！

高難易度塗色でも
均一な膜厚を実現

イオン発生量＆エア流量の
増加で除電効果がUP！

■仕様　 エア流量：約200ℓ/min  連続使用時間：6時間 

●�標準価格��￥47,600　商品コード 653562 3000

内部の部品形状による自然
現象のみで圧縮空気中の
99.9999％の水分を除去す
る全く新しい水分除去装置。
オイルミストも約70%除去
できます。

メンテナンスフリーで
ランニングコスト不要

■仕様　 
使用可能圧力：0.1〜1MPa　 
最大流量：300ℓ/min  除水率：99.9999％   
オイルミスト除去率：70%  入口空気温度：5〜35℃ 
入出口サイズ：1/2 内ネジ  排出口径：1/8 外ネジ 
水排出弁：オートドレン内蔵 サイズ：W168×D96×H222mm

●�標準価格��OPEN

●ストライプコットンバフ R

●フラットコットンバフ R

●ポリッシングパッド CN125

5mmはみ出た外周で
滑らかな研磨が可能

■サイズ： 150φ×27φ×15tmm 

●�標準価格��OPEN　
　商品コード 317367 0150

■サイズ： 150φ×27φ×15tmm 

●�標準価格��OPEN　
　商品コード 317366 0150

■サイズ： 125φ 

●�標準価格��OPEN　
　商品コード 317709 0000

2月上旬発売予定

※別売で単品販売も
ございます。

バフの外周を中間スポンジより5mm
大きい形状にすることで、ボディの逆R
やプレスラインなどに柔軟に対応でき
るようになりました。
また、中間スポンジも硬さの違う
2層式になり、研磨性が向上。
コンパウンドの飛散の緩和、
作業者への負担軽減にも繋がります。

EC



※ 本誌掲載の商品はお近くのT特約販売店でお求め下さい。

Best Seller
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大人気、便利な商品大集合！

■ 仕様 
サイズ：240×310×85mm 
重量：約 730g

●標準価格��¥6,800
    商品コード 713107 0000

屋内外の鉄部・亜鉛メッキ部のサビ転換にも使える！！
さびホールドシリーズ （シルバー・黒）
さびの上から直接塗るだけ、
さび取り不要でさびを
ガッチリホールド。
金属感のあるホワイト
シルバーと重厚感のある
黒色をラインアップ。
安心の水性タイプで幅広い
用途に大活躍します。

例えばこんな用途に・・・
鉄骨・鉄塔・ソーラーパネ
ルの架台等・トタン・鉄柵・
金網・パイプ・ボルトシャッ
ター・グレーチング・金属サ
イディング・クランプ・車の
下回り等・・・

■ 仕様   消費電力：1000W 
  最大風量：24（静音/低速）・35（高吸引力/高速）L/sec 
  ダストバック容量：15L  電源コード：15m 
  サイズ：L450×W390×H330mm  質量：7.5kg

●�標準価格�¥�148,000��商品コード 331195 0930

丈夫で強力、安定性に優れたロングセラー！！
アスベスト等危険粉じん
回収用掃除機 GD930S2 HEPA

アスベスト等の危険粉じんにも確実に対応。
使いやすさを追求した、ロングセラーの
ドライバキュームクリーナーです。

■仕様　 
距離測定可能範囲：0.08〜150m 
電源：単3アルカリ乾電池3本 
質量：210g（乾電池含） 
サイズ：H142×W64×D28mm

●標準価格��¥49,000
　 商品コード 553012 0150

期間限定! 今なら専用三脚をサービス!! 
レーザー距離計 GLM150C
大きく見やすい 2.8inchのカ
ラー液晶画面を採用し、測定ポ
イントを画像で確認可能。
専用の無償アプリで測定結果
をスマートフォンやタブレット
PCへ転送できます。

今なら ｢専用三脚 ｣をサービス！！

高出力で作業性大幅アップ!! 
充電式インパクトドライバ
BID-181L5
高容量5,000mAhの電池パックと
高効率のブラシレスモーターを搭載し、
パワフルなハイパフォーマンスを実現
します。軽量コンパクトボディに便利
な機能をグッと凝縮したプロ仕様です。

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

TOK
本　　　社 東京都新宿区四谷 4-1 ････････蕷 160-8511 蕁 03(3357)4711 薨 03(3352)2915
東 京 支 店 東京都新宿区四谷 4-1 ････････蕷 160-8511 蕁 03(3357)4316 薨 03(3357)5557
大 阪 支 店 大阪市此花区酉島 3-8-17 ･････蕷 554-0051 蕁 06(6462)8011 薨 06(6462)8014
九 州 支 店 福岡市博多区榎田 2-8-19 ･････蕷 812-0004 蕁 092(473)6511 薨 092(473)6515
名古屋支店 名古屋市北区五反田町 14 ･･･蕷 462-0011 蕁 052(909)5255 薨 052(909)5258
神奈川支店 横浜市瀬谷区卸本町 2147-2 ･･蕷 246-0001 蕁 045(921)4711 薨 045(921)3667
埼 玉 支 店 川口市木曽呂 680-1 ･･･････････蕷 333-0831 蕁 048(297)6081 薨 048(297)6080
千 葉 支 店 船橋市日の出 2-5-15 ･･･････････蕷 273-0015 蕁 047(433)1811 薨 047(434)3202
仙 台 支 店 仙台市若林区卸町東 5-3-32 ･･･蕷 984-0002 蕁 022(390)0711 薨 022(288)0876
沖縄営業所 中頭郡西原町字幸地 488-5 ･･蕷 903-0116 蕁 098(882)9690 薨 098(944)2160
広島営業所 広島市西区南観音6-2-5 ･･････蕷 733-0035 蕁 082(234)4411 薨 082(234)4166
四国営業所 高松市東ハゼ町 4-4 ･･･････････蕷 761-8054 蕁 087(840)0388 薨 087(840)0399
兵庫営業所 神戸市西区長畑町 15-5 ･･･････蕷 651-2148 蕁 078(924)8411 薨 078(924)8415
京都営業所 京都市南区上鳥羽堀子町 113 ･･･蕷 601-8181 蕁 075(691)8511 薨 075(691)8574
北陸営業所 加賀市永井町 89 ･･･････････････蕷 922-0857 蕁 0761(73)8060 薨 0761(73)8030
浜松営業所 浜松市東区上新屋町 29-1 ････蕷 435-0053 蕁 053(465)7952 薨 053(465)7912
静岡営業所 静岡市駿河区曲金 7-8-45 ･････蕷 422-8006 蕁 054(286)5622 薨 054(283)6444
長野営業所 松本市野溝西 2-1-1 ････････････蕷 399-0006 蕁 0263(27)4781 薨 0263(27)5039
城南営業所 川崎市川崎区観音 2-13-18 ･･･蕷 210-0831 蕁 044(287)7100 薨 044(287)7101
城西営業所 東京都練馬区小竹町 2-81-5 ･･･蕷 176-0004 蕁 03(3530)9891 薨 03(3530)9890
城東営業所 東京都足立区保木間 1-3-12 ･･･蕷 121-0064 蕁 03(5242)8111 薨 03(5242)1300
多摩営業所 府中市浅間町 2-12-8 ･･･････････蕷 183-0001 蕁 042(369)8611 薨 042(369)8621
茨城営業所 土浦市虫掛 3545 ･･･････････････蕷 300-0066 蕁 029(821)2571 薨 029(821)2508
栃木営業所 宇都宮市上横田町 770 ･･･････蕷 321-0106 蕁 028(659)3391 薨 028(659)3345
群馬営業所 高崎市小八木町 1504-1 ･･･････蕷 370-0071 蕁 027(361)4311 薨 027(361)4870
新潟営業所 新潟市中央区山二ツ 3-12-7 ････蕷 950-0922 蕁 025(286)4891 薨 025(286)8876
郡山営業所 郡山市新屋敷 1-8 ･･････････････蕷 963-8045 蕁 024(991)0222 薨 024(991)0365
札幌営業所 札幌市白石区米里五条 2-2-11･･蕷 003- 0875 蕁 011(873)6600 薨 011(873)6500
配送センター／大阪・横浜・行田　工場／東京・埼玉・秋田

▼

Information

●大阪マルテーフェア�（主催：大阪支店）
　2/16（土）・17（日） ハナミズキホール（大阪鶴見緑地）

●2019 札幌マルテーフェア�（主催：札幌営業所）
　3/2（土）・3（日） アクセスサッポロ

●兵庫マルテーフェア in 三木�（主催：兵庫営業所）
　3/23（土）・24（日） かじやの里メッセみき

●マルテーフェア in 香川�（主催：四国営業所）
　3/31（日） サンメッセ香川 

※マルテーフェアのご入場には招待券が必要です。お近くのT特約販売店までお問合せ下さい。

本紙掲載の商品についてのお問い合わせにつきましては
下記、最寄りの事業所までご一報頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

本紙掲載商品のお問い合わせは

旧年中はひとかたならぬご愛顧を賜り、誠にありがとう
ございました。
本年も皆様のご期待に添えますよう、社員一同一層の努
力をして参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

本年も宜しくお願い致します

2019 マルテーフェア情報！！
弊社では、今年も下記のマルテーフェアを予定しており
ます。�最新情報・話題の新製品・謝恩特価を満載して皆様
のお仕事を応援します。�是非、会場にお越し下さい。

【セット内容】
●電池パック ●充電器
●サイドハンドル ●六角軸アダプター
●φ123六角軸MPパッド
●φ72MPパッド
●バンプバフ黄色 ●ウールバフ黄色
●ウールバフ ●ウレタンバフ

コードレスで用途別に選べる先端工具！！
充電式ポリッシャ GLANZ PC150
先端工具を付け替える
だけで、さまざまな
作業を可能にする
コードレスポリッシャ。
別売の先端工具を使用
することで、ポリッシング
だけでなく、色剥ぎ・サビ
落とし・ボンネット裏の
足付け等にも対応できます。

【セット内容】
�①非常持出袋 ②歯ブラシセット
③防災用ウェットティッシュ ④マスク
⑤軍手（女性用） ⑥防災の心得 
⑦フェイスタオル ⑧生理用ナプキン 
⑨ブランケット ⑩携帯トイレ ⑪ヘアゴム

女性も安心！いざという時のために！！
女性のための 
非常持出セット-2 380321

災害時、女性ならではの必需品を取り揃えた
女性向け防災セット。A4サイズの箱に収まる
ので収納にも便利です。

■仕様　 回転数：0〜2,400r.p.m  本体サイズ：W79×H223×L240mm

●�標準価格��OPEN　商品コード 504624 0150

ポケットサイズの高性能翻訳機！！
携帯型電子音声翻訳・語学学習機 

Langie（ランジー） RW115

タッチパネル操作式軽量タイプの多機能翻訳機。
ボタンを押して話すだけで瞬時に翻訳。
常時12言語（英語、中国語など）に対応、
Wi-Fiネット接続時には52言語
（ベトナム語など）まで翻訳可能です。

■仕様　 LCD：TFT1.08inch（27.5mm）  
バッテリー：3.7V/2000mAH 
サイズ：48×148×17mm   
重量：125g（本体）

●標準価格��OPEN��
　商品コード 713108 0000

ビル外壁、橋梁などの塗装膜剥がし作業に抜群。
微小振幅運動と特殊刃により、下地を傷めずスピ
ーディーにはく離。粉じん飛散が少なく、現場の
環境改善にも貢献します。

塗装膜・床材等を高スピードで強力剥離！！
超振動式電動剥離機 

チーゼルワイス CH-80

■ 仕様
最大締付トルク：175N・ｍ 
打撃数：0〜3600（強）/2400（中）/1200（弱）min-1 

電池パック：18V Li-ion電池/5,000mAh 
重量：1.5kg （電池パック含）

●標準価格��¥50,000
　商品コード 503806 0181

■仕様   
色：シルバー・黒 
容量： 200g・0.8kg・3.6kg・16kg（シルバーのみ）
乾燥時間（半硬化）：  【夏季】約4 時間【冬季】約8時間

●�標準価格�OPEN��商品コード 370520 0016〜

丈夫なスチール製コンテナ＆

15Lの大容量ダストバック！

EC NC

EC

EC NC

期間限定特別キャンペ
ーン

4月末日迄

■ 仕様   電源：AC100V/670W（50/60Hz）   
   振動数：12000/min 
  刃物チャック：幅80mm・厚さ0.8〜2.5mm 
  サイズ：340×100×H140mm  重量：2.2kg

●�標準価格�¥�57,000��商品コード 506140 0080 EC NC


