少量タイプの木部内装用ウレタン塗料発売開始！

環境配慮型

BESCO

木工用ウレタン塗料

ＣＶ ウレタン
非トルエン・キシレン
CＶウレタンシリーズは、高級な仕上がりはもちろんのこと、補修業者の皆様のニーズに応えた「手軽に使
える少量サイズ」の二液混合型木部内装用ウレタン塗料です。さらに環境に配慮し、シックハウス症候群
の原因物質とされているホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを使用しておりません。

補修業の皆様にぴったりの少量サイズ！

１L

使い勝手の良い

リットル

サイズ！

＜CＶウレタンシリーズ＞
クリアー 艶出し（主剤）
フラット ３分艶消し（主剤）
フラット ５分艶消し（主剤）
フラット ７分艶消し（主剤）
フラット 全艶消し（主剤）
フラット・クリア専用硬化剤
サンジング（主剤）
サンジング（硬化剤）
専用うすめ液
ノンブラ
フィーラー（目止めフィーラー）

床・ドア・階段・窓枠・家具などの塗装に最適！

ノントルエン・ノンキシレン
●塗り面積

ＣＶウレタンシリーズ

上塗用：1L当り 約11㎡（タタミ約7枚）
中塗用：1L当り 約 ９㎡（タタミ約６枚）

●乾燥時間

上塗用：夏1～２時間 冬２～３時間（塗り重ね時間３０分以上）
中塗用：夏1～２時間 冬２～３時間（塗り重ね時間３０分以上）

ＣＶウレタンシリーズ標準作業工程
素地研磨

中塗り

素地着色

サンドペーパー
＃ 180～ 240で
木目に沿って研
磨

専用うすめ液
+
ＣＶピグメント5％
又は
ＣＶステイン5％

研磨

サンジング
+
専用うすめ液
刷毛
0～10％
スプレー 10～20％

サンドペーパー
＃320～400で
研磨

上塗り
クリアー/フラット
+
専用うすめ液
刷毛
0～10％
スプレー 10～20％

＜使用上の注意＞
●主剤と硬化剤の混合比は、1：1です。
●クリアー/フラット用硬化剤とサンジング用硬化剤は、共通では使用出来ません。
●主剤と硬化剤は混合後よくかき混ぜて下さい。
●主剤と硬化剤は混合後４～５時間以内にご使用下さい。
●サンジングの研磨可能時間は２～３時間です。
●硬化剤は使用後直ぐに中栓をして下さい。

着色剤も少量サイズ

ノントルエン・ノンキシレンタイプの木工用
「顔料」「染料」着色剤
染料系万能着色塗料

顔料系万能着色塗料

ＣＶステイン

ＣＶピグメント
カラーバリエーション
・ブラック ・レッド ・ブラウン ・エロー
・ホワイト ・ブルー ・ダークブラウン

・CＶウレタン等の木工用塗料に混合可能
・着色力が高く塗膜性能を損なうことなく塗膜
着色が可能
・素地着色及び目止め着色用として使用可能
・一般木工・家具用・木部内装の着色に最適

カラーバリエーション
・ブラック ・オレンジ ・レッド ・ブルー
・エロー ・ブラウン ・チーク

CＶピグメント １００ｍｌ

製品に関するお問合せご質問は・・・

・CＶウレタン等の木工用塗料に混合可能
・耐光性、鮮明性に優れ木工全般に使用可能
・一般木工・家具用・木部内装の着色に最適
・素地着色、塗膜着色用ステインとして使用
可能

ＣＶステイン １００ｍｌ

株式会社ベスコ

〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町1-2-8
TEL：048-468-7163 FAX：048-468-7190

木工用1Lサイズ 塗料 （環境対応・配慮型）
■ＣＶウレタン

フローリング・室内木製品
全般の塗装に最適。

＜ラインナップ＞
クリアー 艶出し（主剤）
フラット ３分艶消し（主剤）
フラット ５分艶消し（主剤）
フラット ７分艶消し（主剤）
フラット 全艶消し（主剤）
フラット・クリア専用硬化剤
サンジング（主剤）
サンジング（硬化剤）
専用うすめ液
ノンブラ
フィラー（目止め剤）

＜特長＞
・主剤と硬化剤の混合比は「1：1」で、混合作業が容易。
・カウンター・家具・窓枠・階段など室内の木工製品全般に使用可能

納期：お問合せ下さい。

手軽に使える 1Ｌサイズ塗料

ベスコ ＣＶシリーズ
ＣＶシリーズは、使い勝手のよい少量サイズの塗料シリーズで
す。「ＣＶウレタン」は二液混合型の有機溶剤系ウレタン塗料、
「ＣＶラッカー」は、一液型の有機溶剤系ラッカー塗料、「ＣＶア
クアウレタン」は水溶性のウレタン塗料となっており、シックハウ
ス症候群の原因物質とされている、ホルムアルデヒド・トルエ
ン・キシレンを含まない、環境に配慮した製品です。
製 品 名

ＣＶウレタン クリアー 艶出し（主剤） １Ｌ
ＣＶウレタン フラット 3分艶消し（主剤） 1Ｌ
ＣＶウレタン フラット 5分艶消し（主剤） 1Ｌ

■ＣＶラッカー
＜ラインナップ＞
クリアー 艶出し
フラット ５分艶消し
フラット 全艶消し
サンジング
うすめ液
ノンブラ

ＣＶウレタン フラット 7分艶消し（主剤） 1Ｌ
ＣＶウレタン フラット 全艶消し（主剤） 1Ｌ
ＣＶウレタン フラット・クリアー共通硬化剤 1Ｌ
ＣＶウレタン サンジング（主剤） 1Ｌ
ＣＶウレタン サンジング（硬化剤） 1Ｌ
ＣＶウレタン 専用うすめ液 1Ｌ

室内木製品全般の塗装に最適。

ＣＶウレタン ノンブラ 1Ｌ
ＣＶフィラー（目止めフィラー） 700ｇ

＜特長＞
・作業性の良い、一液型ラッカー塗料。
・カウンター・家具・窓枠・階段など室内の木工製品全般に使用可能

ＣＶラッカー クリアー 艶出し １Ｌ
ＣＶラッカー フラット 5分艶消し 1Ｌ
ＣＶラッカー フラット 全艶消し 1Ｌ

■ ＣＶピグメント（顔料系）

■ ＣＶステイン（染料系）

ＣＶラッカー サンジング（中塗り剤） 1Ｌ
ＣＶラッカー うすめ液 1Ｌ
ＣＶラッカー ノンブラ 1Ｌ
ＣＶピグメント 100ml 全7色
ブラック・レッド・ブラウン・エロー・ホワイト・ブルー・ダークブラウン

・CＶウレタンやＣＶラッカーに混合可能
・着色力が高く塗膜性能を損なうことなく塗膜
着色が可能
・素地着色及び目止め着色用として使用可能
・一般木工・家具用・木部内装の着色に最適

・CＶウレタンやＣＶラッカーに混合可能
・耐光性、鮮明性に優れ木工全般に使用可能
・一般木工・家具用・木部内装の着色に最適
・素地着色、塗膜着色用ステインとして使用
可能

ＣＶステイン 100ml 全7色
ブラック・オレンジ・レッド・ブルー・エロー・ブラウン・チーク

ＣＶアクアウレタン クリアー艶出し 1L
ＣＶアクアウレタン フラット5分艶消し 1L

■ ＣＶアクアウレタン （水性塗料）

ＣＶアクアウレタン フラット全艶消し 1L
ＣＶアクアウレタン サンジング（中塗り剤） 1L
＜ラインナップ＞
クリアー 艶出し
フラット ５分艶消し
フラット 全艶消し
サンジング（中塗り剤）
シーラー（下塗り剤）

臭気を気にする入居済みの
現場などに最適

ＣＶアクアピグメント 100ml 全7色
ブラック・レッド・ブラウン・エロー・ホワイト・ブルー・ダークブラウン

ＣＶアクアステイン
100ml 全7色

ブラック・エロー
オレンジ・レッド・ブルー
ブラウン・ダークブラウン

■CVシリーズ用着色剤カラーチャート

＜特長＞
・有機溶剤臭が無く、入居済み物件や臭気を気にされる物件などに最適
・刷毛目が出にくい為、刷毛塗りでも良好な仕上りが可能。

■ＣＶアクアピグメント
（水性顔料系）

■ＣＶアクアステイン
（水性染料系）
ＣＶシリーズ用着色剤のカラーチャート。ウッドシールに塗装し作成してい
るので色確認が容易です。また調色見本も掲載し、色作りの目安として
も活用頂けます。
ＣＶピグメント、ＣＶステイン、ＣＶアクアピグメント

＜掲載製品＞ ＣＶアクアステインの各7色と調色見本各6色
製 品 名

・CＶアクアウレタン用顔料着色剤
・取扱が簡単で速乾性。乾くと水にも
溶剤にも不溶となります
・色が鮮明で耐光性に優れています

・CＶアクアウレタン用染料着色剤
・耐光性、鮮明性に優れ木工全般に使用可能
・素地着色、塗膜着色用ステインとして使用
可能

木工用塗料

ＣＶシリーズ用着色剤 カラーチャート
※実際の製品が上記の画像と異なる場合がございます。

