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ケーニッヒ社とは？？

ハインリッヒ・ケーニッヒ＆Ｃｏ.,社は1892年
にハインリッヒ・ケーニッヒが創設した歴史あ
るドイツの木製品補修材メーカーです。ドイツ
をはじめ、日本やヨーロッパ、アメリカなど世
界各地の高級家具店、高級家具製造業者を顧客
に持ち、また、高級外車の内装にもケーニッヒ
製品が使用されています。木材・大理石・合成
樹脂などの表面の修理及び維持の全分野におい
て国際的にも認められています。

業務用補修材専門店『ユリル』は、九州沖縄エリアで唯一のドイツ・
ケーニッヒ社の正規販売代理店です。
フローリングや家具のキズ補修には欠かせない補修材を幅広く取り揃
えています。
福岡市早良区にあるユリル店舗では、商品を実際にお手に取ってお選
びいただくことができます。
細かい色の調整が求められるリペア（キズ補修、フローリング補修、
壁補修など）に必要な補修材をご自分の目で直接確かめてお選びくだ
さい。事前にご連絡いただければ、補修のプロが購入時のご相談に応
じます。補修技術普及のために、補修技術者育成セミナーも開催して
います。



・長さ４ｃｍ
・主成分はミネラル油脂
・作業性を重視した軟質性ワックス
・常温で埋め込めるタイプの充填材
・軟化温度約６６度
・あまり触れることのない所で使用します
・浅い・小さい傷の補修で使用します
・のびが良く埋め込みがし・やすい商品です

・米国ではメイン商品＊主にキッチンキャビネット等に使用（ケーニッヒノースアメリカ談）

159／163／164／166／201／304／350／901／905／980

103／104／106／121／126／135／138／141／143／157

P1

ソフトワックス 全90色

20色セット ￥6,160

単品全90色 1本 ￥308

ソフトワックス補修材

Ａセット

137／139／142／144／165／301／302／303／907／909

105／110／109／111／112／113／114／119／120／122

Ｂセット

176／178／179／202／203／204／206／207／208／211

117／118／140／154／155／156／158／160／161／162

Ｃセット

900／5014／7035／7040／363／356／353／ 354／ 352／ 9016

1028／3004／7031／7038／752／357／355／9001／351／9003

ホワイトセット

ソフトワックスミニアプリケーター ¥242

・素材はポリプロピレン
・溶剤に強く熱に弱い特性があります
・主にソフト系のワックスに使います



ソフトワックス補修材 １本308円

103                                          104                  105                                        106                                     109            

チェリーウッド レディシュチェリーウッド ライトエルム ダークエルム ライトウォールナット

110                                        111 112                                     113 114

メディアムウオールナット ダークウォールナット ウォールナットブラウン ライトマホガニー ダークマホガニー

117                                        118                                        119                         120                                        121

ミディアムチェリーウッド ライトペアウッド ミディアムペアウッド ダークペアウッド ライトマーコレー

122                                        126                                       135                              137                                          138

ダークマーコレー リンパ アンティークオーク オリーブシェードオーク チーク

139                                         140                                       141                                    142                                         143        

ダークローズウッド ナチュラルオーク ライトオーク ミディアムオーク ダークオーク

144                                         154                                       155                                    156                                         157       

ブラウン ミディアムビーチ ビーチデコレー ライトビーチ マッドオーク

158                                        159                                       160                                     161                                       162

ダークビーチ ビーチ / ラーチ ミディアムオルダー ミディアムオルダーデコレ ダークオルダーハニー

163                                        164            165                                        166                                       167          

ブラウンマホガ二ー アンティークウォールナット ライトローズウッド ウェンジ グリーンオーク

176                                       178                                       179                       201                                       202              

ライトメープル ナチュラルメープル ミディアムメープルレッド バーチ / メープル / アッシュ スプルス

P2



ソフトワックス補修材 １本308円

203                                         204                                        206                                   207                                        208           

パイン ナチュラルオーク ミディアムパイン ナチュラルパインサップ ナチュラルパインハート

211                                         301                                        302                                   303                                        304             

シーンアッシュ オークＮＯ．１ オークＮＯ．２ オークＮＯ．３ オークＮＯ．４

350(RAL9010)                                351                                        352                             353                                        354           

ピュアホワイト オフホワイトライト ライトエッグシェル グレイシュホワイト パールホワイト

355                                         356                             357(RAL1013)                              363    900

オフホワイトダーク エッグシェル オイスターホワイト デザートサンド トランスペアレント

901                                        902                                    905(915)                               907(917)                               908(918)

クリアーイエローウィッシュ トランスペアレントハニークリアー イエロー レッド グリーン

909(919)                           980(RAL9005)                          RAL1017                               RAL1028       RAL3000

ブルー ブラック サフランイエロー メロンイエロー フレムレッド

RAL3004                               RAL3020                              RAL5002                              RAL5003      RAL5012

パープルレッド トラフィックレッド ウルトラマリンブルー サファイアブルー ライトブルー

RAL5014                              RAL6005                              RAL7031                               RAL7035      RAL7038

ビジョンブルー モスグリーン ブルーグレー ライトグレー アゲートグレー

RAL7040                              RAL9001                           752(RAL9002)                         RAL9003          RAL9016

ウィンドウグレー クリーム グレーホワイト シグナルホワイト トラフィッックホワイト

P3



・長さ４ｃｍ
・主成分はミネラル油脂
・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
・軟化温度約７６度
・密着性が良くオールマイティーに使えます
・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります

（高い所などはフィラーアプリケーターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能）
・のびが良く埋め込みがしやすく、削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは

他社製品も含めて最高です
・国内メイン商品です（アメリカはソフトワックスがメインです＊ケーニッヒノースアメリカ談）

176／178／179／202／203／204／206／207／208／211

117／118／140／154／155／156／158／160／161／162

105／109／110／111／112／113／114／119／120／122

137／139／142／144／165／301／302／303／907／909

20色セット ￥6,160

単品100色 1本 ￥308

ハードワックス補修材

ハードワックス 全100色

159／163／164／166／201／304／350／901／905／9005

103／104／106／121／126／135／138／141／143／157

900／5014／7035／7040／363／356／353／354／352／9016

1028／3004／7031／7038／752／357／355／9001／351／9003

ホワイトセット

Ｃセット

Ａセット

Ｂセット
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ハードワックス補修材 １本308円

103                                          104                  105                                        106                                     109            

チェリーウッド レディシュチェリーウッド ライトエルム ダークエルム ライトウォールナット

110                                        111 112                                     113 114

メディアムウオールナット ダークウォールナット ウォールナットブラウン ライトマホガニー ダークマホガニー

117                                        118                                        119                         120                                        121

ミディアムチェリーウッド ライトペアウッド ミディアムペアウッド ダークペアウッド ライトマーコレー

122                                         126                                       135            137                                       138

ダークマーコレー リンパ アンティークオーク オリーブシェードオーク チーク

139                                         140                                       141                                    142                                         143        

ダークローズウッド ナチュラルオーク ライトオーク ミディアムオーク ダークオーク

144                                        154                                        155                                    156                                         157       

ブラウン ミディアムビーチ ビーチデコレー ライトビーチ マッドオーク

158                                        159                                       160                                     161                                       162

ダークビーチ ビーチ / ラーチ ミディアムオルダー ミディアムオルダーデコレ ダークオルダーハニー

163                                        164            165                                        166                                       167          

ブラウンマホガ二ー アンティークウォールナット ライトローズウッド ウェンジ グリーンオーク

176                                       178                                       179                       201                                       202              

ライトメープル ナチュラルメープル ミディアムメープルレッド バーチ / メープル / アッシュ スプルス

203                                         204                                        206                                   207                                        208           

パイン ナチュラルオーク ミディアムパイン ナチュラルパインサップ ナチュラルパインハート

P5



ハードワックス補修材 １本308円

211                                         301                                      302                                     303                                        304             

シーンアッシュ オークＮＯ．１ オークＮＯ．２ オークＮＯ．３ オークＮＯ．４

350(RAL9010)                              351                                         352                              353                                        354           

ピュアホワイト オフホワイトライト ライトエッグシェル グレイシュホワイト パールホワイト

355                                         356                             357(RAL1013)                               363   900

オフホワイトダーク エッグシェル オイスターホワイト デザートサンド トランスペアレント

901                                        902                                    915                           907(917)                               908(918)

クリアーイエローウィッシュ トランスペアレントハニークリアー イエロー レッド グリーン

909(919)                         RAL9005                          RAL1017                              RAL1028                            RAL3000

ブルー ブラック サフランイエロー メロンイエロー フレムレッド

RAL3004                               RAL3020                              RAL5002                             RAL5003       RAL5012

パープルレッド トラフィックレッド ウルトラマリンブルー サファイアブルー ライトブルー

RAL5014                              RAL6005                               RAL7031                           RAL7035         RAL7038

ビジョンブルー モスグリーン ブルーグレー ライトグレー アゲートグレー

RAL7040                               RAL9001                       752(RAL9002)                             RAL9003         RAL9016

ウィンドウグレー クリーム グレーホワイト シグナルホワイト トラフィッックホワイト

19110                                   19210                                    19310                                19410                                   19510      

パイン ライトパイン パインゴールド ライトオーク ミディアムオーク

19610                                   19710                                    19810                                    19910 20010

ダークオーク チーク マホガニー ローズウッド ウォールナットブラウン

P6



20色セット ￥9,240

単品1本 ￥462

・別名カメレオンワックス
・長さ４ｃｍ
・主成分はミネラル油脂
・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策に すぐれています
・軟化温度約７６度
・ハードワックスの添加剤用ワックスです
・方向変色を防ぐ為に開発された新種のワックスです
・ハードワックスに適度のメタリックパウダーと特殊な添加物を配合することにより光を

乱反射させ顔料特有の方向変色を防ぎます
・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります

（高い所などはフィラーアプリケー ターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能）

ハードワックス補修材

エフェクトワックス 全20色

14610／14609／14608／14607／14606／14605／14604／14603／14602／14601

14620／ 14619／14618／ 14617／14616／ 14615／ 14614／ 14613／ 14612／ 14611

1461                                      1462                                     1463                                     1464 1465

(14601)                                  (14602)                                 (14603)                           (14604)                                  (14605)

1466                                       1467                                     1468                            1469                                     14610

(14606)                                  (14607)                                 (14608)                              (14609)

14611                                     14612                                   14613                                   14614                                    14615

14616                                      14617                                   14618                                14619                                    14620

P7



ハードワックスF補修材

ハードワックス Fシリーズ 全120色

・長さ４ｃｍ
・主成分はミネラル油脂
・適度な硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています。
・軟化温度約７６度
・密着性が良くオールマイティーに使えます。
・使用は基本的にホットナイフでの埋め込みになります。
（高い所などはフィラーアプリケーターに取り、ドライヤーなどで温めて埋め込み可能）
・のびが良く埋め込みがしやすく、削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは

他社製品も含めて最高です
・国内メイン商品です（アメリカはソフトワックスがメインです＊ケーニッヒノースアメリカ談）
・ハードワックスの約3倍の顔料が入っているので、シート系部材や浅いキズなど下地を

透かしにくいハードワックスです。
（パナソニック、リクシル、ダイケン建材に合わせた色）

・国内正規販売店のみの取り扱い商品です。

Ｆ159/Ｆ163/Ｆ169/Ｆ176/Ｆ178/Ｆ201/Ｆ350/Ｆ700/Ｆ710/Ｆ915

Ｆ103/Ｆ110/Ｆ113/Ｆ121/Ｆ126/Ｆ138/Ｆ141/Ｆ143/Ｆ156/Ｆ157

Ａセット

Ｆ153/Ｆ160/Ｆ301/Ｆ302/Ｆ503/Ｆ305/Ｆ306/Ｆ307/Ｆ917/Ｆ919

Ｆ105/Ｆ106/Ｆ108/Ｆ115/Ｆ116/Ｆ119/Ｆ123/Ｆ144/Ｆ145Ｆ146
Ｆ703/Ｆ711/Ｆ714/Ｆ720/Ｆ515/Ｆ516/Ｆ517/Ｆ518/Ｆ519/Ｆ9005

Ｆ062/Ｆ063/Ｆ064/Ｆ065/Ｆ66/Ｆ067/Ｆ68/Ｆ069/Ｆ179/Ｆ503

Ｄセット

Ｆ139/Ｆ401/Ｆ402/Ｆ403/Ｆ404/Ｆ405/Ｆ406/Ｆ407/Ｆ408/Ｆ409

Ｆ410/Ｆ411/Ｆ412/Ｆ413/Ｆ601/Ｆ602/Ｆ603/Ｆ604/Ｆ605/Ｆ607

Ｃセット

20色セット ￥6,600

単品全120色 1本 ￥330

Ｂセット

P8



ハードワックスF補修材

ハードワックスＦシリーズ

F512/F514/F513/F606/F610/F803/F804/F9001/F9003/F9016

F351/F354/F356/F502/F504/F505/F508/F509/F510/F511F608/F609/F611/F612/F613/F614/F615/F616/F617/F618

F619/F620/F621/F622/F623/F624/F625/F801/F802/F805

Eセット ホワイトセット

Ｆ062                                    Ｆ063                                    Ｆ064                                     Ｆ065                                    Ｆ066

Ｆ067                                      Ｆ068                                    Ｆ069                                     Ｆ103                                     Ｆ105

Ｆ106                                      Ｆ108                                    Ｆ110                                    Ｆ113                                      Ｆ115

Ｆ116                                      Ｆ119                                    Ｆ121                                     Ｆ123                                     Ｆ126

Ｆ138                                      Ｆ139                                     Ｆ141                                    Ｆ143                                      Ｆ144

Ｆ145                                      Ｆ146                                    Ｆ153                                     Ｆ156                                     Ｆ157

Ｆ159                                      Ｆ160                                     Ｆ163                                    Ｆ169                                     Ｆ176

20色セット ￥6,660 単品全120色 1本 ￥330

P9



ハードワックスFシリーズ １本330円

Ｆ178                                     Ｆ179                                     Ｆ201                                    Ｆ301                                     Ｆ302

Ｆ303                                     Ｆ305                                     Ｆ306                                    Ｆ307                                   Ｆ350  

F351                                      F354                                    F356                                   F401                                     F402

F403                                     F404                                     F405                                    F406                                     F407

F408                                      F409                                    F410                                   F411                                     F412

F413                                      F502                                    F503                              F504                                      F505

F508                                      F509                                    F510                                   F511                                     F512

F513                                      F514                                     F515                                F516                                      F517

F518                                      F519                                    F601                                    F602                                     F603

F604                                      F605                                    F606                               F607                                     F608

P10



ハードワックスＦ補修材 １本330円

F609 F610                                      F611                                      F612                                     F613       

F614 F615                                      F616                                      F617                                     F618         

F619 F620                                       F621                                     F622                                     F623     

F624 F625 F700                                     F703                                     F710  

F711 F714                                      F720                                     F801                                     F802

F803 F804                                     F805                                      F915                                     F9016 

F917 F919                                     F9001                                     F9003                                    F9005          

P11

ポリエステルセット(現在は販売中止） １セット ￥20,167

・主成分パラフィンを含む液状ポリエステルパテ
・硬化時間は２０度以上で約３０分～１時間
・ポリエステルの加工表面・大理石・ピアノ等の黒色鏡面光

沢材に適しています
・液状なので小さな傷での密着性がよい
・屋内向き
・コンプリートセット



・長さ４ｃｍ
・主成分は高品質ミネラル油脂及び合成油脂
・極めて硬質性があり柔軟性も持たせているのでひび割れ対策にすぐれています
・軟化温度約１０５～１１０度
・密着性が良くオールラウンドに使えます
・使用はホットナイフでの埋め込みになります
・削り易さが特徴で面だしのしやすさ・仕上がりは他社製品も含めて最高
・特に熱の持つ箇所、床暖・日の良くあたる所などに良い
・ハードワックスより強度がワンランク上の充填材

20色セット ￥9,240

単品 1本 ￥462

ハードワックスプラス補修材

ハードワックスプラス 全90色

159／163／164／166／201／304／350／901／905／980

103／104／106／121／126／135／138／141／143／157

137／139／142／144／165／301／302／303／907／909

105／110／109／111／112／113／114／119／120／122

176／178／179／202／203／204／206／207／208／211

117／118／140／154／155／156／158／160／161／162

1028／3004／7031／7038／752／ 357／355／ 9001／351／9003

900／5014／7035／7040／363／ 356／353／ 354／352／9016

Ａセット

Ｃセット

Ｂセット

ホワイトセット

P12



158                                        159                                       160                                     161                                       162

ダークビーチ ビーチ / ラーチ ミディアムオルダー ミディアムオルダーデコレ ダークオルダーハニー

ハードワックスプラス補修材 １本462円

103                                        104                                     105                                       106                                    109            

チェリーウッド レディシュチェリーウッド ライトエルム ダークエルム ライトウォールナット

110                                         111 112                                      113 114

メディアムウオールナット ダークウォールナット ウォールナットブラウン ライトマホガニー ダークマホガニー

117                                        118                                       119                       120                                        121

ミディアムチェリーウッド ライトペアウッド ミディアムペアウッド ダークペアウッド ライトマーコレー

122                                         126                                      135                              137                                         138

ダークマーコレー リンパ アンティークオーク オリーブシェードオーク チーク

139                                         140                                       141                                    142                                          143        

ダークローズウッド ナチュラルオーク ライトオーク ミディアムオーク ダークオーク

144                                         154                                       155                                    156                                         157       

ブラウン ミディアムビーチ ビーチデコレー ライトビーチ マッドオーク

163                                        164            165                                        166                                       167          

ブラウンマホガ二ー アンティークウォールナット ライトローズウッド ウェンジ グリーンオーク

176                                       178                                       179                       201                                       202              

ライトメープル ナチュラルメープル ミディアムメープルレッド バーチ / メープル / アッシュ スプルス

P13



ハードワックスプラス補修材 １本462円

203                                         204                                        206                                   207                                        208           

パイン ナチュラルオーク ミディアムパイン ナチュラルパインサップ ナチュラルパインハート

211                                         301                                        302                                   303                                        304             

シーンアッシュ オークＮＯ．１ オークＮＯ．２ オークＮＯ．３ オークＮＯ．４

350(RAL9010)                                351                                       352                              353                                        354           

ピュアホワイト オフホワイトライト ライトエッグシェル グレイシュホワイト パールホワイト

355                                         356                             357(RAL1013)                                363  900

オフホワイトダーク エッグシェル オイスターホワイト デザートサンド トランスペアレント

901                                        902                                    905(915)                               907(917)                               908(918)

クリアーイエローウィッシュ トランスペアレントハニークリアー イエロー レッド グリーン

909(919)                           980(RAL9005)                          RAL1017                               RAL1028       RAL3000

ブルー ブラック サフランイエロー メロンイエロー フレムレッド

RAL3004                               RAL3020                              RAL5002                              RAL5003      RAL5012

パープルレッド トラフィックレッド ウルトラマリンブルー サファイアブルー ライトブルー

RAL5014                              RAL6005                              RAL7031                               RAL7035      RAL7038

ビジョンブルー モスグリーン ブルーグレー ライトグレー アゲートグレー

RAL7040                              RAL9001                           752(RAL9002)                         RAL9003          RAL9016

ウィンドウグレー クリーム グレーホワイト シグナルホワイト トラフィッックホワイト
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・長さ４ｃｍ
・主成分は高品質ミネラル油脂及び合成油脂
・極めて硬質性があり硬度はハードワックスＰＬＵＳの 約４倍あり、
ひび割れ対策にも優れています
・軟化温度約１１０度
・セラミックパウダー配合により質感がセラミックに近い
状態になります

・使用はホットナイフでの埋め込みになります
・仕上がりの艶は全消しになり、タイルなど自然な仕上がりになります
・適応部材はタイル・天然石・コンクリートなどに最適です
・適応箇所 室内室外
※ 面出しをする場合は専用のフィラーアプリケータークリアーをご使用ください。

（従来の黄色のフィラーアプリケーターを使うと削れて黄色いカスが付着します）

セラミックフィラー専用フィラーアプリケーター
従来のフィラーアプリケーターを使用すると
フィラーアプリケーターが削れて黄色いカス
が付着する為、クリアタイプをご使用ください

セラミック補修材

セラミックフィラー 全20色

1491                                        1492                                     1493                       1494                                      1495

1496                                        1497                                     1498                          1499                                     14910

14911                                      14912                                   14913                               14914                                     14915

14916                                     14917                                    14918                              14919                                    14920

フィラーアプリケータークリアー ￥880
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・ウレタン、アクリル、ラッカー塗料のレベリング剤
・スプレーミストをめだちにくくし、仕上げた塗料の白化現象の
取り除きにお奨めです

・塗料吹付け時に発生するスプレーミストのぼかし剤として最適
・夏場の湿度の高いときになるミスト痕のレベリング剤として
・鏡面光沢仕上げの塗料のレベリングに最適

コーティング剤

リムーバープラス 400ｍｌ 1本 ￥1,870

サンディングスプレー 400ｍｌ 1本 ￥1,980

スペシャルプライマー 400ｍｌ 1本 ￥1,980

・塗料密着剤
・適用材・・・ワックス系充填材、PP、PVC、金属系
・上塗り可能時間は常温２０度で約２～５分 速乾性
・屋内及び屋外
・キシレン含有

・クリアー塗装
・ニトロセルロースベース
・厚い塗膜を作り下地を作ります
・削り易く、コーティングした後サンディングを行い微妙な

凸凹をなくします
・プライマー作用もあります
・補修後の保護に最適
・常温２０度で表面乾燥約５～１０分、接触乾燥約２０分
・屋内向き 艶消し・7.5分艶消し・艶あり
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・クリアー塗装
・アクリルベース
・薄い塗膜を作り鏡仕上げの光沢を出します
・常温２０度で表面乾燥約５～１０分、接触乾
燥約２０分
・屋内向き

コーティング剤

スーパーハイグロススプレー 400ｍｌ 1本 ￥1,980

アクリルスプレー 400ｍｌ 全6艶 1本 ￥1,980

・クリアー塗装
・ニトロセルロースベース
・薄い塗膜を作り艶調整をします
・ラッカースプレーよりも強い塗膜を作ります
・常温２０度で表面乾燥約５～１０分、接触乾燥約２０分
・屋内向き

艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し・スーパーマット

コーティングスプレー 400ｍｌ 全5艶 1本 ￥1,980

・クリアー塗装
・アクリルベース
・強く厚い塗膜を作りコーティングします
・常温２０度で表面乾燥約１５～２０分、接触乾燥約３０分
・屋内屋外向き
・クリアー層の厚い部材に最適
・約２㎡のコーティングが可能（層の厚みにより異なる）

艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し

ラッカースプレー 400ｍｌ 全5艶 1本 ￥1,980

艶あり・2.5分艶消し・半艶消し・7.5分艶消し・艶消し

・クリアー塗装
・ニトロセルロースベース
・薄い塗膜を作り艶の調整をします
・常温２０度で表面乾燥約３～５分、接触乾燥約１５分
・屋内向き
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エフェクトラック 400ｍｌ 1本 ￥1,980

イエローノズル 2個￥110

・ラッカースプレー交換用 ・ アクリルスプレー交換用
・スーパーハイグロススプレー交換用 ・ブラウンカラースプレー交換用

・コーティングスプレー交換用
・ホワイトスプレー交換用

・サンディングスプレー交換用

レッドノズル 2個￥110

ブラックノズル 2個￥110

ホワイトノズル（緑） 2個￥110

・全スプレー共通交換用
・ノズルの先で縦向き・横向きにパターン変更が出来ます

エリアノズル 2個￥110

・水性スプレー交換用

コーティング剤

水性スプレー 400ｍｌ 全3艶 1本 ￥1,980

・クリアー塗装
・ウォーターベース
・人体への影響を最も考慮した微臭性
・常温２０度で表面乾燥約１５～２０分、接触乾燥約６０分
・屋内向き

艶あり・半艶消し・艶消し

・梨地肌塗装スプレー
・アクリルベース
・薄くスプレーするだけで簡単に梨地が出来ます（吹きすぎ注意）
・常温２０度で表面乾燥約５～１０分、接触乾燥約１０～２０分
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・染料系ブラウン塗装
・ニトロセルロースベース
・木目を生かした透明感のある塗装です
・補修箇所のぼかしに最適
・常温２０度で表面乾燥約１５～２０分、接触乾燥約３０分
・屋内向き

109 ﾗｲﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ
126 ﾘﾝﾊﾞ
137 ｵﾘｰﾌﾞｼｪｲﾄﾞｵｰｸ
142 ﾐﾃﾞｨｱﾑｵｰｸ
304 ﾙｽﾃｨｯｸｵｰｸ№4

・顔料系ホワイト塗装
・アクリルベース
・隠ぺい力が高くホワイト系の補修には必需品です
・ラッカー系カラースプレーよりも強い塗膜を作ります
・常温２０度で表面乾燥約１５～２０分、接触乾燥約３０分
・屋内屋外向き

9010 ﾎﾜｲﾄ
351 ｵﾌﾎﾜｲﾄﾗｲﾄ
352 ﾗｲﾄｴｯｸﾞｼｪﾙ
354 ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ
356 ｴｯｸﾞｼｪﾙ
9002   ｸﾞﾚｲｯｼｭﾎﾜｲﾄ

カラースプレー

ホワイトカラースプレー 400ｍｌ 全6色 1本 ￥1,980

ブラウンカラースプレー 400ｍｌ 全5色 1本 ￥1,980
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・容量１５０ｇ
・ウォーターベースパテ
・硬化時間は常温２０度で１～３mm程度の傷であれば約３０～６０分
・チューブ式になっており付属のノズルを使用で隙間など充填しやす く

なってます
・密着性が良く硬化後は非常に硬い
・タッチアップ可能
・白木系無垢系に良い
・屋内屋外向き

アクアウッドフィラー交換用ノズル

2個 ￥172

レックスリートクリアー 1セット ￥2,640

・主剤１２０ｇ硬化剤１０ｇ
・２液性ポリエステルパテ
・硬化時間は常温２０度で約２０～３０分
・主剤・硬化剤共にチューブ式になっており使いやすくなってます
・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
・角部など強度が必要な所に適しています
・タッチアップ可能
・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
・収縮率１～２％とほぼ痩せがありません
・屋内屋外向き

硬化剤 ￥550

･内容量１０ｇ
・レックスリート・ポリエステルセット共通の硬化剤です

パテ補修材

アクアウッドフィラー 10色 1本 ￥1,650

111   ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ
113   ﾗｲﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ
156   ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｰﾁ
103   ﾁｪﾘｰｳｯﾄﾞ
161   ﾐﾃﾞｨｱﾑｵﾙﾀﾞｰ
178   ﾅﾁｭﾗﾙﾒｰﾌﾟﾙ
206   ﾐﾃﾞｨｱﾑﾊﾟｲﾝ
9003   ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ
302   ﾙｽﾃｨｯｸｵｰｸNO.2

980   ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ
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レックスリートブラック

・２液性ポリエステルパテ
・硬化時間は常温２０度で約２０～３０分
・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
・角部など強度が必要な所に適しています
・タッチアップ可能
・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
・収縮率１～２％とほぼ痩せがありません
・屋内屋外向き

・２液性ポリエステルパテ
・硬化時間は常温２０度で約２０～３０分
・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
・角部など強度が必要な所に適しています
・タッチアップ可能
・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
・ホワイト系の補修に適しています
・収縮率１～２％とほぼ痩せがありません
・屋内屋外向き

レックスリートウッド 1セット￥2,640 主剤150ｇ 硬化剤10ｇ

パテ補修材

レックスリートホワイト

・２液性ポリエステルパテ
・硬化時間は常温２０度で約２０～３０分
・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
・角部など強度が必要な所に適しています
・タッチアップ可能
・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に適しています
・ブラック系の補修に適しています
・収縮率１～２％とほぼ痩せがありません
・屋内屋外向き

1セット￥2,640 主剤150ｇ 硬化剤10ｇ
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1セット￥2,640主剤200ｇ 硬化剤10ｇ

・２液性ポリエステルパテ
・硬化時間は常温２０度で約２０～３０分
・密着性が良く非常に硬く熱にも強い
・角部など強度が必要な所に適しています
・タッチアップ可能
・木材・プラスチック・金属・ポリエステル・大理石など石材に
適しています
・収縮率１～２％とほぼ痩せがありません
・屋内屋外向き

レックスリートバーチ 1セット￥2,640 主剤150ｇ 硬化剤10ｇ



110 ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｫｰﾙﾅｯﾄ

120 ﾀﾞｰｸﾍﾟｱｳｯﾄﾞ

141 ﾗｲﾄｵｰｸ

157 ﾏｯﾄﾞｵｰｸ

158 ﾗｲﾄﾋﾞｰﾁ

159 ﾋﾞｰﾁ

203 ﾊﾟｲﾝ
303 ﾙｽﾃｨｯｸｵｰｸ№3

9010 ﾎﾜｲﾄ

9005 ﾌﾞﾗｯｸ

ペン先が筆になっておりフエルトの先では書けない繊細な木目も書けます
フエルト芯が無い分塗料の内容量の大幅アップしました
バルブ式充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれいに

使えます

10色セット ￥13,200

単品1本 ￥1,320

スタンダードセット

ブラシペン

圧抜き

ブラシペンフェラーエックス
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・クリアー塗装
・アクリルラッカーベース
・艶あり・５分艶消し・７．５分艶消し・艶消しの4種類のラインナップ
・ペン先が筆になっており、ちょっとしたコーティングに最適
・フエルト芯が無い分塗料の内容量の大幅アップ
・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま混艶も可能で、先を洗うことにより再度きれいに

使えます
・常温２０度で表面乾燥約１～２分、接触乾燥２～５分
・屋内屋外向き

ブラシペンクリアー艶あり

ブラシペンクリアー5分艶消し

ブラシペンクリアー7分半艶消し

ブラシペンクリアー艶消し

単品1本 ￥1,320

ブラシペン

ブラシペンインク

ブラシペンクリアー

・アクリルラッカーベース
・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
・特に色の明るいホワイト系には、色の暗いフェラーエックスよりも顔料が多く入っており

隠ぺい率が上がってます
・ペン先が筆になっておりフエルトの先では書けない繊細な木目も書けます
・フエルト芯が無い分塗料の内容量の大幅アップ
・バルブ式塗料充填機能によりペンのまま色の混色可能で、先を洗うことにより再度きれ

いに使えます
・常温２０度で表面乾燥約１～２分、接触乾燥２～５分
・屋内屋外向き
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・アクリルラッカーベース液体型塗料
・キャップにブラシが付いており、取り出しやすい設計です
・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
・常温２０度で表面乾燥約１～２分、接触乾燥２～５分
・屋内屋外向き
・２８ｍｌ

103     ﾁｪﾘｰｳｯﾄﾞ
104 ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾁｪﾘｰ
106 ﾀﾞｰｸｴﾙﾑ
110 ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｫｰﾙﾅｯﾄ
113 ﾗｲﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ
114 ﾀﾞｰｸﾏﾎｶﾞﾆｰ

162 ﾀﾞｰｸｵﾙﾀﾞｰ
163 ﾌﾞﾗｳﾝﾏﾎｶﾞﾆｰ
176 ﾗｲﾄﾒｰﾌﾟﾙ
178 ﾅﾁｭﾗﾙﾒｰﾌﾟﾙ
201 ﾊﾞｰﾁ/ﾒｰﾌﾟﾙ/ｱｯｼｭ
209 ﾅﾁｭﾗﾙｽﾌﾟﾙｽ

354 ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ
355 ｵﾌﾎﾜｲﾄﾀﾞｰｸ
356 ｴｯｸﾞｼｪﾙ
357 ｸﾘｰﾑ
363 ﾃﾞｻﾞｰﾄｻﾝﾄﾞ
752 ｸﾞﾚｲﾎﾜｲﾄ

119 ﾗｲﾄﾍﾟｱｳｯﾄﾞ
138 ﾁｰｸ
141 ﾗｲﾄｵｰｸ
156 ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｰﾁ
157 ﾏｯﾄﾞｵｰｸ
159 ﾋﾞｰﾁ/ﾗｰﾁ

303 ﾙｽﾃｨｯｸｵｰｸ№3

9003 (300)    ｼｸﾞﾅﾙﾎﾜｲﾄ
9010 (350) ﾋﾟﾕｱﾎﾜｲﾄ
351        ｵﾌﾎﾜｲﾄﾗｲﾄ
352 ﾗｲﾄｴｯｸﾞｼｪﾙ
353         ｸﾞﾚｲｯｼｭﾎﾜｲﾄ

905 (915) ｲｴﾛｰ
907 (917)   ﾚｯﾄﾞ
919 ﾌﾞﾙｰ
758 (9005) ﾌﾞﾗｯｸ
121 ライトコマーレ
164アンティークウォールナット
158 ダークビーチ

着色材

フェラーエックス 全４１色 1瓶￥1,430

9016 トラフィックホワイト

550 オレンジ
503 ブリリアントイエロー
552 チャイナレッド
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フェルトペンインク 全15色 全15色￥14.850 各1本￥990

・アクリルラッカーベース液体型塗料
・常温20℃で表面乾燥約1～2分、接触乾燥約2～5分
・染料系塗料で透明感のある着色に仕上げられます
・カラーインクの補充が可能です
・こすれ傷など自然な仕上がりに処理できます
・ペン先の交換が可能です
・屋内向き
【カラーバリエーション（全15色）】
※各色単品でも御購入いただけます。

P25



・カラーインクの調色や原色からの調色用
・カラーインクの濃縮タイプ
・液体型塗料
・染料系塗料で透明感のある着色,塗り重ねにより

色の調整可能こすれ傷など自然な仕上がりに
・常温２０度で表面乾燥約１～２分、接触乾燥２～５

分
・屋内向き
・２８ｍｌ

917 レッド ／ 919 ブルー
915 イエロー ／ 911 ブラック

・アクリルラッカーベース液体型塗料
・染料系塗料で透明感のある着色

塗り重ねにより色の調整可能
こすれ傷など自然な仕上がりに

・常温２０度で表面乾燥約１～２分、接触乾
燥２～５分

・屋内向き
・ ２８ｍｌ

103 ﾁｴﾘｰｳｯﾄﾞ
104 レットチェリー ウッド

106 ﾀﾞｰｸｴﾙﾑ
109 ﾗｲﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ
112 ｳｫｰﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ
113 ﾗｲﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ
114 ﾀﾞｰｸﾏﾎｶﾞﾆｰ

119 ﾗｲﾄﾍﾟｱｳｯﾄﾞ
135 ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ
138 ﾁｰｸ
143 ﾀﾞｰｸﾁｰｸ
159 ﾋﾞｰﾁ/ﾗｰﾁ
178 ﾅﾁｭﾗﾙﾒｰﾌﾟﾙ

303 ﾙｽﾃｨｯｸｵｰｸ№3

980 ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄﾌﾞﾗｯｸ
110 ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｫｰﾙﾅｯﾄ

着色材

濃縮インク 全4色 1瓶 ￥1,320

カラーインク 全17色 1瓶 ￥1,320
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NEW COLOUR

137 オリーブシェイドオーク



・アクリルラッカーベース固形塗料
・顔料系塗料で不透明の着色で完全に下地を消したい時に使います
・ブラシで着色するため、より繊細な線を書けます
・１２色セットになっており、カラーチップだけの交換も可能となってます
・常温２０度で表面乾燥約１～２分、接触乾燥２～５分
・屋内屋外向き

ペイントボックスチップ 1個 ￥550

着色材

ペイントボックス ￥7,150
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758ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 350ﾎﾜｲﾄ 917ﾚｯﾄﾞ 110ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｫｰﾙﾅｯﾄ 919ﾌﾞﾙｰ 915ｲｴﾛｰ

201ｱｯｼｭ 141ﾗｲﾄｵｰｸ 121ﾗｲﾄﾏｰｺﾚｰ 104ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾁｪﾘｰ 164ｱﾝﾃｨｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ 114ﾀﾞｰｸﾏﾎｶﾞﾆｰ



・ライターと同じ様なガス充填式
・電子式ではございませんがその分長持ち設計
・他社製品と比べ温度が安定するのが特徴
・温度調整機能つきで広範囲の温度調整が出来ます
・適度な強度を持ち長時間の作業にも対応した軽量設計

・ホットナイフ用交換ブレード
・ナイフ形状になっており繊細なものから、より広範囲な充填が可
能

・電子温調こて交換用ブレードです
・ねじ式

設定温度立ち上がり約４０秒と驚異の立ち上がりを実現させ
る 余裕の８０Ｗの性能を持ち補修業の為の温度約４０～２
００℃設定が可能になるよう電子回路を組み替え、先端温度
を安定させることが出来るようになりました。
・電源電圧：１００V  ・消費電力：８０W ・温度設定
40℃200℃  ・重量： ４０ｇ ・制御方式： ゼロクロスフィード
バック方式（ゼロクロスフィードバック方式とはこて先端の温
度を感知して電子回路にて温度を制御する方法です）

・単三電池３個で使える電池式こてです
・ハードワックス、ハードワックスプロ、ハードワックスＰＬＵＳ
セラミックフィラーを使用する時に使用します
･ボタンを押すことで通電し、すばやい熱伝道で作業できます

・先端がナイフ形状になっているため、充填作業がしやすく
ワックスでの木目再現など扱いやすい商品です

補修ツール

電子温調こて ￥13,200

コンビニエントコテ ￥3,400

電子温調こて交換用ブレード ￥1,980

バッテリーメルター ￥4,400

ホットナイフ ￥9,350

ホットナイフスペシャルブレード ￥3,960
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・電子温調コテ交換ブレード、ホットナイフ用(ガスこて）
・熱が当たる範囲が広く、充填材をより効率的に扱う事ができ
こて先の細い角部分で細かな木目模様をつけられます。
※スペシャルブレードの先だけ交換用

※お色が変更になる
場合がございます



・ワックスの埋め込み・削りだし、艶調整まで出来る優れものです
・下地を傷付けることなく作業が出来ます
・本体には面だし部が２種類両面についています
・フィラーアプリケーターの収納部にはスコッチブライトとフィットクロス、
赤キャップにはクリーニングコームが付いています

メタルプレーナーとフィラーアプリケーターが一つにまとまったアプリケーターです。メタルプ
レーナー装着部分は磁石により固定することが出来ます。フィラーアプリケーターのΛΛΛ、
∩∩∩
部分を延長させています

・フィラーアプリケーター、コンビネーションフィラーアプリ
ケーターの交換用としてイエローパーツのみでの販売です
・フィラーアプリケーターイエローパーツのみでも使用可能
・交換用パーツで経済的にも環境的にもやさしい一品です

補修ツール

コテライザーガス 265ml 1本 ￥660

フィラーアプリケーター イエローパーツ ￥660

フィラーアプリケーター(クリアーのみ販売・イエローは廃版）
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コンビネーションフィラーアプリケーター ￥4,510

・ホットナイフ用ガスです



・吸収の良いスポンジです
・部分的に床用ワックスや水性ウレタンなどを塗る時に使用します
・液の溜めが良いのでむらなく塗ることが出来ます
・大きさ：幅６.５ｃｍ長さ６ｃｍ高さ１.３ｃｍ

・リキッドサンドペーパーをしみ込ませ充填材を取り除く時に使用します
・さまざまな汚れ・塗料を取り除く時に使用します
・約20ｃｍ×16ｃｍ 10枚入り

・コットンなどを巻いてあて材として使います
・スコッチブライト面で補修箇所の研磨と艶落としに使います
・フエルト部分ではポリッシングペーストで艶出しも出来ます
・大きさ：幅３.５ｃｍ長さ６ｃｍ高さ１.５ｃｍ

コットンクロス ￥550

・大きめの金属性削り器です
・特に樹脂性のサッシなど樹脂製品の削りだしに威力を発揮します
・ポリエステルセットには付属品として入っています

補修ツール

メタルプレーナー ￥9,900

・大きさ：幅３ｃｍ長さ４ｃｍ高さ２．２ｃｍ
・金属性のレベル出し器です
・アクアウッドフィラーやレックスリート、硬質のポリエステルパテ系など素早
く削りだし、面だしが出来ます
・サンドペーパーなどで削っていくよりもはるかに作業性がアップします
・コルク部はサンドペーパーを巻いてあて材として使用できます

ミニメタルプレーナー （1個）￥3,300

スペシャルスクレーパー ￥1,404スペシャルスクレーパー ￥1,650

フエルトパット ￥540フエルトパット ￥550

メンテナンススポンジ ￥385
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金属性のレベル出し器です
・アクアウッドフィラーや硬質のポリエステルパテ系など素早く削りだし
面だしが出来ます
・金属部の刃は両面使える様になっており取り外し式です
・サンドペーパーなどで削っていくよりもはるかに作業性がアップします
・ポリエステルセットには付属品として入っています



・水溶性溶剤
・ペイントボックス・各塗料の希釈・ブラシやツールなど洗浄に
使う溶剤です
・リキッドサンドペーパーよりも溶解度の高い溶剤です

・水溶性溶剤
・下地を痛めず、余分な充填材を取り除くための溶剤です
・余分な塗料を取り除くことも出来ます
・補修前の下地のクリーニングにも使います（脱脂など）
・コットンクロスなどにしみ込ませて使います

・微妙な艶調整が出来るクロスです
・グリーン部は艶を上げる時に使用
・ホワイト部は艶を落とす時に使用
・スチールウールやスコッチなどよりも滑らかに削ることが出来ます

・かなり目の細かいスチールウールです
・主に艶落としや余分な充填材の除去に使います

マイクロサンディングペーパー 1セット ￥4,840

スチールウール ￥440

1000ｍｌ￥3,740    150ｍｌ ￥1,100

1000ｍｌ￥4,840   150ｍｌ￥1,100

補修ツール

リキッドサンドペーパー

セルローズシンナー

フィットクロス 1枚 ￥660

・＃１８００、＃２４００、＃３２００、＃４０００、＃６０００、＃８０００、
＃１２０００と超微粒の布裏地の耐水ペーパーで耐久性も抜群です
・光沢仕上げの研磨に最適です
・フエルトブロック、コルクブロックに巻きつけて使用します
・ポリエステルセットには#12000を除いて付属品として入っていま
す
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・赤テン筆（イタチ科赤毛テン）
・ペイントボックス、各塗料の着色に使用します
・赤っぽい金色かかった赤テンの毛は他の毛質とは
比類のないほど弾力性としなやかさを備えています。

・各塗料、充填材の調合に使用します
・大きい穴にはミキシングカップが納まり、小さい穴にはブラシ
を立てることが出来ます

・容量４０ｍｌのカップです
・セルローズシンナー、塗料の調合に使用します
・ポリエステルセットには付属品として入っていま
す

ミキシングカップ ￥99

１本 ￥660

１本 ￥704

１本 ￥825

１本 ￥1,045

補修ツール

レッドマーテンブラシ

ミキシングボード ￥2,090
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ビギナーの方、現場管理などの方用などが補修を行う方向けのキットを組
みました
木部補修で最低限のキット内容となっております
価格は単品でそろえるよりもかなりお得な価格です。

単品でそろえるよりかなりお得なキットを４種類ご用意いたしました。
尚、申し訳ございませんが、皆様の業務上さまざまな道具箱を御使用だと思いケー
ス等各キット付属しておりませんのでご了承ください。

キット内容
・ハードワックスＡセット ２０色
・ハードワックスＢセット ２０色
・ハードワックスホワイトセット２０色
・ペイントボックス １セット
・バッテリーメルター １本
・アクリルスプレー艶あり １本
・アクリルスプレー５分艶消し １本
・アクリルスプレー艶消し１本

リペアスタートセット ￥42,134

補修キット
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・セルローズシンナー１５０ml １
本
・リキッドサンドペーパー１５０ml

１本
・フィラーアプリケーター １個
・ミキシングカップ １個
・フィットクロス １枚
・フエルトパッド １個
・コットンクロス １個・サンディングスプレー 1本

・リムーバープラス １本



YREALオリジナルセットＡ ￥85,000

比較的補修をする機会の多いセミプロの方用のキットを組みました
一通りの木部補修ができるキットになっております
コンビニエントコテは熱が当たる範囲が広く、充填材をより効率的に扱うことができ
こて先の細い角部分で細かな木目模様をつけられます

キット内容
・ハードワックスＦ/Ａセット２０色
・ハードワックスＦ/Ｂセット２０色
・ハードワックスＦ/Ｃセット２０色
・ハードワックスＦ/Ｗ（ホワイト）セット２０色
・エフェクトワックス２０色
・アクリルスプレー４００ｍｌ艶あり １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ５分艶消し １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ７．５分艶消し １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ艶消し １本
・サンディングスプレー４００ｍｌ １本
・リムーバープラス １本
・フェラーエックス
（104・141・164・915・917・919・9003・9005・
9010）

・ペイントボックス １セット
・濃縮インク915・917・919（黄・赤・青）
・電子温調コテ １本

交換可能（ホットナイフ・スペシャルブレー
ド）
・リキッドサンドペーパー１５０ｍｌ １本
・セルローズシンナー１５０ｍｌ １本
・フィラーアプリケーター １個
・ミキシングカップ １個
・フエルトパッド １個
・フィットクロス １枚
・レックスリート（ホワイト）
・コンビニエントコテ
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YREALオリジナルセットＢ ￥85,000

大人気のユリルオリジナルセットがリニューアルしました!!

比較的補修をする機会の多いセミプロの方用のキットを組みました
一通りの木部補修ができるキットになっております
このＢセットはスプレーが充実しています

キット内容
・ハードワックスＦ/Ａセット２０色
・ハードワックスＦ/Ｂセット２０色
・ハードワックスＦ/Ｃセット２０色
・ハードワックスＦ/Ｗ（ホワイト）セット２０色
・エフェクトワックス２０色
・アクリルスプレー４００ｍｌ艶あり １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ艶２．５分 １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ５分艶消し １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ７．５分艶消し １本
・アクリルスプレー４００ｍｌ艶消し １本
・アクリルスプレースーパーマット
・サンディングスプレー４００ｍｌ １本
・リムーバープラス １本
・フェラーエックス
（104・141・164・915・917・919・9003・9005・
9010）

・濃縮インク 915・917・919（黄・赤・青）
・ペイントボックス １セット
・電子温調コテ １本

交換可能（ホットナイフ・スペシャルブレー
ド）
・リキッドサンドペーパー１５０ｍｌ １本
・セルローズシンナー１５０ｍｌ １本
・フィラーアプリケーター １個
・ミキシングカップ １個
・フエルトパッド １個
・フィットクロス １枚
・レックスリート（ホワイト）
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スタンダードプロセット ￥138，412

・ハードワックスF Aセット

・ハードワックスF Bセット
・ハードワックスF Cセット
・ハードワックスF Dセット
・ハードワックスF Eセット
・ハードワックスF Wセット
・エフェクトワックス20色セット
・アクリルスプレー 艶あり
・アクリルスプレー 2.5分艶消し
・アクリルスプレー 5分艶消し
・アクリルスプレー 7.5分艶消し
・アクリルスプレー 艶消し
・スーパーマット
・サンディングスプレー
・サンディングスプレー艶消し
・スーパーハイグロススプレー
・リムーバープラス
・フィラーアプリケーター
・電子温調コテ １本

(ホットナイフまたはスペ シャルブレードと交
換可能）

・フェラーエックス26色
(103.104.106.110.113.114.119.121.138.141.

156.157.158.159.162.163.164.176.178.201.

303.915.917.919.9005.9010）
※ブラシペンフェラーエックスと交換可能

・濃縮インク ４色（911.915.917.919）
・フェルトインクペン15色セット
・レックスリートホワイト
・ミニメタルプレーナー
・ペイントボックス
・セルローズシンナー
・ミキシングカップ
・フェルトパッド
・フィットクロス
・リキッドサンドペーパー
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プロを目指す方、より耐久性を求められる方の為のキットになってます
ハードワックスＦシリーズスペシャル
耐久性の高いハードワックスＰＬＵＳ、レックスリートホワイトがキットに含まれています
より色あわせがしやすいようにフェラーエックス３７色セットにしています
価格は単品でそろえるよりもかなりお得な価格です。

ケーニッヒ スペシャル セット ￥243,936

補修キット

ハードワックスF/Ａセット
ハードワックスF/Ｂセット
ハードワックスF/Ｃセット
ハードワックスＦ/Ｄセット
ハードワックスＦ/Eセット
ハードワックスＦ/Wセット
ハードワックスプラスＡセット
ハードワックスプラスＢセット
ハードワックスプラスＣセット
ハードワックスプラスホワイト セット
エフェクトワックス２０色セット
セラミックフイラー２０色セット
スペシャルプライマー
アクリルスプレー艶あり
アクリルスプレー艶５分艶消し
アクリルスプレー艶７．５分艶消し
アクリルスプレー艶消し
リムバープラス
コーティングスプレー 艶あり
コーティングスプレー 艶５分艶消し
コーティングスプレー 艶消し
スーパーマット
サンディングスプレー
サンディングスプレー艶消し
サンディングスプレー7.5分艶消し

フェラーエックス３７色
カラーインク15色
ブラシペンフェラーエックス スタンダードセット
フェルトペンインク 15色箱なし
ブラシペンクリアー５色セット
リキッドサンドペーパー150ｍｌ
セルローズシンナー150ｍｌ
レックスリートホワイト
ミキシングカップ
フェルトパット
フィットクロス
アクアウッドフィラー
ペイントボックス
電子温調コテ
フィラーアプリケータークリアー
フィラーアプリケーター
コンビネーションフィラーアプリケーター
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補修ショップ ユリル
〒814-0175 福岡県福岡市早良区田村４丁目3-17 101

TEL :  092-707-7877

FAX :  092-707-7876

http://yreal.jp/ E-Mail:   info@yreal.jp

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 ※必須

住所 ※必須

〒 －

県

お届け先住所
（上記と異なる場合はご記入下
さい）

〒 －

県

お届け日・時間指定 月 日 午前 ・ 午後 ・ 夜間

ＴＥＬ ※必須 (                           )  － －

ＦＡＸ ※必須 (                           )  － －

№ 商品名 色番号 単価 注文数 価格

1 円 円

2 円 円

3 円 円

4 円 円

5 円 円

6 円 円

7 円 円

8 円 円

9 円 円

10 円 円

11 円 円

12 円 円

ご購入合計金額が10,000円（税込）以上の場合は送料無料になっております。 ６６０円

代金引換え手数料 ３３０円

合計 円

備考欄

※沖縄県につきましては別途料金を適用いたします。また、離島につきましては別途実費をご負担いただきます。

ＦＡＸ注文用紙092-707-7876


