
お勧め製品ご紹介

ＢＰコーク アクア（ビーピーコーク　アクア）は、従来のアクリル系では
なく、 水性ポリウレタンをベースに補修作業向けに開発した内装用
コーキング剤です。内装のすき間埋めにお使いください。 

新タイプの水性ポリウレタン系すき間埋め剤

ＢＰコークアクア　120ｇ　全６色　会員価格：各１,720円

＜特長＞
・硬さがある　・べたつきがない　・汚れづらい　・乾燥が早い・痩せが少ない
・密着性が高い　・臭いが少ない　・上塗りができる

BESCO

ＢＰコークアクア

このチラシでは、ベスコオリジナルの新製品や限定製品を紹介しています。

ホワイト クリーム ナチュラル ブラウン ミディアム
ブラウン

ダーク
ブラウン

全6色

”艶消し”　

Ｍ138 Ｍ141

Ｍ157 Ｍ159 Ｍ300

Ｍ905 Ｍ907 Ｍ909 Ｍ980

Ｍ104 Ｍ110

Ｍ201

【カラーチャート】

カラーリタッチ　１２色　お試し販売！

カラーリタッチ　艶消し　単品（２０ｍｌ）　会員価格：各9２０円
　

カラーリタッチ　艶消し　スタンダードセット（１２色）　会員価格：11,０４０円

　　　　

艶消し部材の流行により、お客様からのご要望の多かった「カラーリタッチ」の艶消し
タイプを商品化しお試し販売することになりました。塗料は、新タイプのアクリルラッカ
ーをベースとし、艶感は全消しとなっています。筆によるタッチアップだけでなく、エア
ブラシでの塗布も考慮し、従来品よりも緩めの粘度調整をしております。

■艶感：全消し

アクリルスプレーシリーズに、凹凸の平滑作
業に最適な中塗り用のサンジングシーラー
スプレーが登場。研磨性・乾燥性・肉もちも
良好で、ラッカーシリーズに比べ、黄変し難
いアクリルラッカーベースのサンジングシー
ラーです。

サンジングシーラー

お試し限定販売

アクリルベースの

アクリルサンジングスプレー　３００ｍｌ

会員価格：１,０５０円

＜ビス穴＞

＜剥がれ＞

＜目透き＞

＜カラーイメージ＞

ホワイト ライトアイボリー アイボリー

カベガミＦＩＸ　４５ｇ　会員価格：各５２０円

補修用接着パテペースト壁紙 カベガミＦＩＸ
カベガミＦＩＸ（フィックス）は、壁紙のビスや画鋲穴の充填・剥がれ・目開き・目透
き等の補修用アクリル樹脂エマルション接着パテペーストです。チューブ容器に
容量は４５ｇと携帯性も良い商品です。

※カラー見本は印刷による表現ですので、製品の色とは差があります。 ※マイスタークラブ会員以外の方は、価格が異なります。

２０２０．０９発行

フィックス



カラーリタッチ　” ”黄色
いわゆる一般的に黄色といわれる「黄色」
です。彩度が高く、「９０５」のような赤味が
ないため、そのまま黄色として使用できま
すが茶系の調色時には微妙な彩度調整
がおこなえます。

905
ピュア

イエロー

＜色味の違い＞

カラーリタッチ　” ”純白

会員価格：920円

「３００」よりもより白味を強くした純白に
近い白色で、顔料濃度も高く隠ぺい力
も高い製品です。昨今はやりの白系部
材の補修に有効的です。

３００
ピュア
ホワイト

＜色味の違い＞

お 試 し
限定販売

お 試 し
限定販売

マイクロスティックペンは、ペン先寸法が「0 .05ｍｍ」の極細仕様となってお
り、従来の木目描きペンに比べ簡単に細い木目を描くことができる、染料
タイプの木目描きペンです。

マイクロスティックペン　５色セット　会員価格：3,400円

＜カラーバリエーション（全5色）＞
・109・110・143・157・159

グレインペン
マイクロ

スティックペン

線幅比較

超極細の木目描きペン　

マイクロスティックペン　単品　　　　会員価格：各680円

新・木目描きペン

グレインマーカーは、グレインペンの廃盤に伴い発売された木目描きペ
ンです。ペン先が「細」「太」となったツインタイプとなっており、「グレイン
ペン」に比べ、ペン先の耐久性と安定性を向上させ、またペン容器を細
くしたことで使用感も向上しております。

＜カラーバリエーション（全 色）＞12

・106・109・110・113・114・119
・138・143・157・159・178・980

＜ペン先形状＞

グレインマーカー　12色セット　会員価格：8,880円
グレインマーカー　単品　　　　　　　　　会員価格：各740円

超極細の木目描きペン　

アルミサッシや鉄部などの金属に付着した
油分やシリコンなどのしつこい汚れの除去に
最適なワックスリムーバーに「１L」と「4L」の
大容量サイズが登場。静電気の発生を抑
える効果もあり、塗装時のごみやホコリの
付着も防ぎます。

ワックス・リムーバー　250ｍｌ　　会員価格：1,000円
　　会員価格：1,520円         〃                      1L

         〃                      4L　　会員価格：3,300円

脱脂・静電防止剤
　　　　　　　 サイズ大容量

超艶消し ラッカースプレー
ラッカースプレー　超艶消しは、ラッカースプレー
全艶消しに比べ、２０％程度の強い艶消し感が
得られるように設定した製品です。

【光の反射実験】

黒色のポリ板に
スプレー塗付し
反射を確認。

５分艶消し　　　全艶消し　　　　　　　　　　　　超艶消し

ラッカースプレー　超艶消し　300ｍｌ
　　　　　　　　　　　　　　　　会員価格：800円　

電池式補修ゴテ MB-100
乾電池式補修ゴテ　ＢＭ-１００　

　　　　　会員価格：3,600円

艶消しカラーリタッチを作るための専
用フラットベース（艶消し剤）。カラー
リタッチ「１00」に対してフラットベース
を「70～100％」混合することで全艶
消しにすることができます。艶消し部
材が増えている中1本持っていると、
仕上がりの向上に役立ちます。

未混合 混合

【注意】
・カラーリタッチ以外の着色剤及
　 塗料等には混合しないでくださ
　い。塗装不良の原因となります。カラーリタッチ専用フラットベース

　　　　　　　　　　　　（艶消し剤）　２０ｍｌ 補助的な充填用ワックスの溶解に便利な「乾電池式の補
修ゴテ」。ベスコの充填用ワックス溶解時に使用できます。

・カラーリタッチ「100」に対し、フ
　ラッ　トベースは「100」以上混合
　しないでください。塗装不良の原
　因となります。会員価格：920円 ※電気ゴテ「ＢＥ-２００」やワンタッチガスヒーター「ＧＨ-１００」の補助としてご使用ください。

「ＢＢリキッド　M」は、一般的な瞬間接着剤に比べ「粘度を高めの設
定」にした、中粘度タイプの瞬間接着剤です。ジェルタイプでは粘度
が高すぎてしまうケースや厚着けしすぎてしまい内部が硬化せず膿
んでしまいがちな場面で有効的です。

ＢＢリキッド　M　　２ｇ×３本入り
　　　会員価格：640円

「ＢＢリキッド　Ｃ」は、一般的な瞬間接着剤に比べ「切削性と研磨性
を向上」させた瞬間接着剤です。接着剤の表面や接着面からはみ
出した接着剤の処理が一般的な瞬間接着剤に比べ容易でサンド
ペーパーでサクサク削ることができます。

ＢＢリキッド　C　　２ｇ×３本入り
会員価格：840円

” ” と ” ”の中粘度 高切削
　　　　　　二種類の瞬間接着剤

カラーリタッチの艶消し剤

お 試 し
限定販売

カラーリタッチ　
ピュアホワイト　NO．１　　２０ｍｌ
カラーリタッチ　
ピュアホワイト　NO．１　　２０ｍｌ

会員価格：920円
カラーリタッチ　
ピュアイエロー　２０ｍｌ
カラーリタッチ　
ピュアイエロー　２０ｍｌ

＜色味の違い＞

※カラー見本は印刷による表現ですので、製品の色とは差があります。 ※マイスタークラブ会員以外の方は、価格が異なります。



超艶消し　カラースプレー

従来のエア・ベール カラースプレー(顔料系) よ
りも、艶をおさえた超艶消し仕様のホワイト系カ
ラースプレーです。

＜近似色＞

PM-６０００　⇒　KT-６０００G
                 （旧 HT-5414G）
        

 
PM-６２００　⇒　KT-６２００G
                 （旧 HT-5114G）

製品名称が変わりました！ 「R－」→「PM－」

※カラー見本は印刷による表現ですので、製品の色とは差があります。

電気ゴテ本体と電源プラグの間に、ON・OFF可能な中間スイッチを
付けた電気ゴテ。作業中に部材を焦がしたり火傷予防にお勧め。

電源ON・OFF

ＢＥ－２００ＢＳ　　会員価格：9,240円

中間スイッチ付き電気ゴテ
　　　　　　　　　　　　　　　ＢE-200BS

電気ゴテ　中間スイッチ付き　

部分仕上げ用スプレーの改良版として、艶調整のボ
カシ感の向上を目的とした「ソフト噴霧タイプ」のラッ
カースプレーが登場。従来のラッカースプレーをノズ
ルの構造から見直しを図りノズルヘッドも平型に変更
しています。噴霧の圧力も従来品より若干抑え、「ふ
わっと」したソフトな噴霧仕様になっておりますので、ス
プレー塗装が苦手な方や初心者の方でも上手に塗
装がおこなえます。

ＰＦラッカースプレー

＜噴霧比較＞
平型ノズルヘッド（丸吹き）

ソフト噴霧タイプ　

全5艶

・艶出し
・3分艶消し
・5分艶消し
・7分艶消し
・全艶消し

お 試 し
限定販売

ラッカースプレー

ＰＦラッカースプレー　全5艶　会員価格：各800円

新しいラッカースプレー

上質三角刀に が登場極細

１．５ｍ

極細　０．５ｍ
上質三角刀　１．５ｍｍ

　　　　　　　　　会員価格：2,790円
上質　極細　三角刀　０．５ｍｍ

　　　　　　　　　会員価格：3,600円

ハイス鋼を使用し切れ味長持ち。
製造元による、研ぎ直しアフター
サービスにも対応した、ワンランク
上の三角刀です。

お 試 し
限定販売

ワンタッチガスヒーター用として、電
気ゴテ ＢＥ－２００ 右利き用のこて
先と同じ形状のこて先を作りました。
大変多くのお客様からご要望をいた
だいていた商品です。今回、数量限
定で販売致しますので、この機会に
お買い求めください。

電気ゴテ　右利き用
　　　　　　　　　タイプのこて先数量限定・お試し
　　　　　　　　　　販売商品情報

ワンタッチガスヒーター 右利き用　ＥＩタイプ「GH100-ER」　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員価格：10,510円
　

ワンタッチガスヒーター 右利き用こて先　ＥＩタイプ　「OG-ER」

　会員価格：5,６５０円※こて先のみ

※こて先＋ワンタッチガスヒーター本体のセット

ワンタッチ
　　　ガスヒーター

シリコン製こてホルダー
こて先保護や簡易収納に最適

耐熱温度：
２３０℃

ワンタッチガスヒーターや電気ゴ
テのこて先保護や簡易収納に最
適なシリコン製のこてホルダー。

シリコン　コテホルダー　ＳＩ－Ｈ　　会員価格：１,０００円
対応製品：■ＧＨ－１００－Ｒ、－Ｌ、－Ｓ、－２０、－４０　■ＢＥ－２００、－Ｌ　■ＢＥ－３００－２０、－４０

　　　　会員価格：各9８０円

カラースプレー　PM-6000・PM-6200　300ｍｌカラースプレー　PM-6000・PM-6200　300ｍｌ

手指洗浄用アルコール
業務用

手指洗浄用アルコール手指洗浄用アルコール

アルコール濃度７５％

業務用

新型コロナウイルス対策

アルコール濃度７５％
　　リフレッシュ☆Ｅ　会員価格：

・５０ｍｌ（スプレー）：  ６００円　

・１００ｍｌ詰替え用 ：  ５６０円

※マイスタークラブ会員以外の方は、価格が異なります。

・５００ｍｌ（ボトル）　：１,５００円

・１００ｍｌ（スプレー） ：６２０円

・３００ｍｌ詰替え用　 ：９６０円



クラック（ひび割れ）だけでなく

木部の腐食・欠損補修にも

木製サッシの腐食をドライフレックスで補修

弾性エポキシ樹脂系・充填成形補修剤
「ウッドクイックフィーラー」では対応しきれないような木材の大きなクラック（亀裂）、特に木

材の「くるい（湿度や温度変化により木材が動くこと）」によって生ずるクラックに適しており、

主成分である弾性エポキシ樹脂が「くるい」に追随し、硬質パテのように短期間での割れや

剥離の心配がありません。従来は埋め木や部材交換、部分取り換えが必要であった、木製

サッシや木製ドアの腐食も、ドライフレックスを充填し成形することで補修が可能です。

㈱アールズ提供画像 輸入元提供画像

輸入元提供画像

埋め木・部材交換・全部取り換え　⇒　ドライフレックスによる新工法

ドライフレックス　4　プロキット　会員価格：20,655円　
※メーカー直送品　送料別途1,000円

ドライフレックス

衛生陶器専用の
　　　　　　　　光沢研磨パット

陶器を傷つけにくい粒度のパッド。
衛生陶器の黒ずみや水あか除去
だけでなく、キズ補修や塗装前の
処理にも適してます。

スケールブライトパッド　会員価格：４００円　

＜サイズ＞
約１００×７０×５ｍｍ

＜参考データ＞
・シンナー希釈率（エアスプレー使用時）：
　４０～５０（％）
・塗装回数：２～３
・膜厚（μ）２５～４０
・可使時間（ポットライフ）３時間（２３℃）

・塗装間隔： ２～７２時間　

アクリルウレタン樹脂塗料
イサム塗料株式会社　環境配慮型アクリルウレタン樹脂塗料（２液）　ハイアート５０００の小分け販売

（金属・木工・ＦＲＰなどに使用できる汎用タイプ）

ハイアート5000は強い塗膜と、優れた光沢・肉持ち感が得られる2液型アクリルウレタン
樹脂塗料です。また、特化則・PRTR法対応の環境対応アクリルウレタン塗料です。

【主な用途】各種工作機械・自販機・重機械・化学機器・装飾品・重機車両・各種金属
製品・ＦＲＰ成形品・木工品・プラスチック製品などへの塗装

1,920

2,280

1,660

1,870

1,380

ハイアート5000　　イエロー（無鉛エロー）

ハイアート5000　　ホワイト

ハイアート5000　　ブラック

ハイアート5000　　シルバー　荒目（メタリー　荒目）

ハイアート5000　　シルバー　極細目（メタリー　極細目）

ハイアート5000　　クリヤー

ハイアート5000　　フラットベース　※艶消し剤

ハイアート5000　　専用シンナー

ハイアート5000　　硬化剤（外部用）　　　700ｇ

ハイアート5000　　ブラウン

製　品　名

会員価格

4,100

5,360

3,200

3,940

2,100

3,600

1,660

2,280

1,950

2,000

1,800

1,860

1000ｇ

3,200

5,360

4,200

4,380

3,650

3,900

ハイアート5000　　レッド（ブライトレッド）

ハイアート5000　　ブルー（マザリンブルー）

容量

250ｇ

木製サッシの腐食をドライフレックスで補修

埋め木・部材交換・全部取り換え　⇒　ドライフレックスによる新工法

※マイスタークラブ会員以外の方は、価格が異なります。

衛生陶器専用の
　　　　　　　　光沢研磨パット

201９～２０２０年の新色
大手ハウスメーカー様の新部材及びお客様からのご要
望を基に製造した、ハードワックス-ジェイの19色の新色。

ハードワックス-ジェイ　会員価格：各360円　

ハードワックス-ジェイ　

※画像は、ドライフレックス 4プロキットです。
※ドライフィックス（プライマー）は、プロキットには含まれておりません。

＜使用上の注意＞

＜容量＞
・レフィル（パテ）　主剤：300ml　硬化剤：100ｍｌ
・ドライフィックス（プライマー）　主剤：200ｍｌ　硬化剤：100ｍｌ

・ドライフレックス（レフィル）4の硬化時間は4時間（温度20℃）

・施工に際しては、巾5㎜・深さ10㎜以上の充填層が必要です。

　充填層が適正でない場合、弾力性・接着性が発揮できません。

５

主　剤 硬化剤

【混合比率】※重量比

： １

100ｇ：20ｇ  90ｇ：18ｇ  80ｇ：16ｇ

  70ｇ：14ｇ   60ｇ：12ｇ  50ｇ：10ｇ

  40ｇ：  8ｇ  30ｇ：　6ｇ    20ｇ：　4ｇ

＜混合比早見表＞【カラーイメージ】

レッド ブルー イエロー ホワイト ブラック ブラウン

※カラー見本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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