補修シート
★★★
食品衛生法

適合

■防水・防錆シート

■補修シート

千葉市トライアル発注認定商品

BAN-ZI AID

BAN-ZI AID
シリコン クリア

千葉市トライアル発注認定商品

BAN-ZI AID シリコン

★★★
食品衛生法

BAN-ZI AID
シリコン メッシュ

★★★
食品衛生法

適合

HOOD-AID

★★★
食品衛生法

適合

★★★
食品衛生法

適合

適合

色相：クリーム
サイズ：【大】20cm×30cm 【小】10cm×15cm

サイズ：20cm×25cm
色相：グレー

サイズ：20cm×25cm
色相：クリア

サイズ：20cm×25cm
色相：クリアメッシュ

サイズ：20cm×25cm
色相：グレー

紫外線で硬化するタイプの補修シート、ハサミで
カットでき、貼るだけで簡単に施工ができます。
※プライマーとして、サビキラープロ RS をご使用
ください。

防水、
防錆、
防音、追従、耐久、
非腐食、防炎に優れた強粘着の
シリコーンゴムシートです。

BAN-ZI AID シリコンの
クリアタイプです。

メッシュ補強で BAN-ZI AID
シリコンの強度を向上させ
た補修シートです。

強粘着のシリコーンゴムシー
トです。鉄道車両の連結部の
補修に使用できます。

車両用塗料・サビ除去剤
油性

AQWAX NEO

AQWAXが進化。
より手軽に！より美しく！より強く！
新品以上の濡れ艶感が復活！シリコーンの被膜が密着し
タイヤの黒艶が長く続きます。

サビキラー 強力 サビタンキラー

水性

下塗り

サビキラープロ

下塗り

色相：クリア
容量：
【ジェル】100ml 【スプレー】300ml

漬け込むだけで、バイクなどの燃焼タンク内のサビを
簡単に除去します。水またはぬるま湯で 20 倍希釈、溶
液は繰り返し使用できるので経済的です。20L のタンク
で本品 1L がご使用の目安です。

サビに直接かけるだけでみるみるサビを分解・除去。
サビの出やすいバイク・自動車・自転車のパーツは
もちろん、駐車場などコンクリートのもらいサビや
鉄粉の除去など身近なサビ汚れのスッキリ。

専用カートリッジ

１液

色相：マットブラック / マットグレー / マットホワイト
容量：280g
防錆・防水・防音・伸縮性に優れたシリコーン塗料。
伸縮性・耐候性にも優れひび割れにも強いアンダー
コート剤です。
「サビキラープロ」施工後の上塗りは
もちろん、新車時の下回りコーティングに最適です。

水性
上塗り

UNDER BLACK
サビキラーカラー艶消し

１液

色相：ガンメタ
容量：280g
お客様のご要望が多かったガンメタ色のサビキラープロ。
赤サビを黒サビに転換しサビの進行をストップします。
塗り残し防止に、黒以外の上塗り時におすすめです。

■専用塗布ガン

上塗り

UNDER BLACK
サビキラーラバーロック

ご使用にはエアコンプレッサーが必要です

専用カートリッジ

色相：シルバー
容量：280ｇ
サビキラープロをより手軽に！サビに直接塗布すること
で赤サビを黒サビに転換しサビの進行をストップ。
塗り残し防止に、黒系の上塗り時におすすめです。

油性

サビキラープロ /
GUN BLACK（ガンブラック）

１液

専用カートリッジ

専用カートリッジ

１液

水性

Product Catalog

色相：クリア
容量：1L

車両用塗装システム - ラストロックシステム
水性

製品カタログ

サビキラー 強力 サビトルキラー

中性

サビ除去剤

色相：クリア
容量：
【スプレー】300ml

水性

中性

燃料タンククリーナー

タイヤコーティング塗料

１液

色相：ブラック / グレー / ホワイト
容量：280g

サビのない時代へ 。

人気のマット色。水性でありながら油性並みの防錆
力。溶剤臭もなく噴射時の飛散も少なく、施主と施
工者共にメリットの高い上塗り用カートリッジです。

ラストロックシステム専用カートリッジを装着するだけで塗装が可能です。
ガンの中を塗料が通らないので、ガンの洗浄が一切不要で工具感覚でご使用頂けます。

専用ガン（アルミダイキャスト）

専用ガンⅡ（強化プラスチック）

ホームページ
圧力調整のしやすいメーター付きタイプ

軽量型の減圧弁内蔵タイプ

メーター付きで、エア圧の目視調整が容易に行なえます。
圧の調整にもこだわるプロにもオススメ。0.3Mpa 程度の
低圧や小型のコンプレッサーでも充分に塗装が可能です。

メーターをなくし減圧弁をグリップに内蔵。性能はそのまま
に大幅な軽量化と共に、コストもダウンにしました。腕への
負担も少なく、長時間の施工も楽に行えます。

※製品の規格・荷姿・デザインは変更になる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。

Online shop

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

商品に関するお問い合わせは・・・

製造・販売元

株式会社

〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 118

0120-012-280 URL:https://www.ban-zi.jp/
20220908

水性
下塗り

千葉市トライアル発注認定商品

サビキラー PRO

サビキラー PRO GUN BLACK（ガンブラック）

１液

油性
下塗り

サビキラー PRO RS

水性
１液

水性

エポプライマー

上塗り

１液

油性
上塗り

色相：各色
容量：0.7L / 1.6L / 3.0L / 16kg
業界初！高密着で人工木に塗れる塗料です。天然木
材には水で 3 倍にうすめて塗装する事で、木の風合
いを生かした仕上がりに。素材や好み応じた塗装が
可能な万能木部塗料です。

１液

水性
★★★
食品衛生法

適合

色相：グレー
容量：50g（タッチペン）/ 200g / 1kg / 4kg / 16kg

色相：各色
容量：50g（タッチペン）/ 200g / 1kg / 4kg / 16kg

特殊エポキシ樹脂を使用し、一般的なサビ止めと比較
にならない強力な防錆効果を発揮します。
※既にサビが発生している箇所には下塗りに【水性サビ
転換塗料サビキラー PRO】をご使用ください。

サビ止めと上塗りを一度で完結。水性でありながら
油性並みの防錆力を発揮します。刷毛目の付きにく
い美しい仕上がりで、食品工場でも使用されている
安全性の高いサビ止め塗料です。

サビキラーシルバー

油性
上塗り

サビキラーラバーロック

１液

色相：クリアイエロー
容量：300ml ( スプレー )
0.5kg セット（主剤 424g・硬化剤 76g）
経年劣化で表面が粉を吹いたような状態の人工
木の素地に浸透し、ALL WOOD の塗装を可能に
します。スプレーとハケ塗りの 2 種類をご用意。

中性

水性

サビハイダー

中性

色相：クリア
容量：200ml / 1L / 4L

除錆したい物をサビハイダー溶液に漬け込みサビを
落とします。20 倍希釈して利用する為、たっぷりと
溶液が作れます。また、溶液は数回繰り返して使用
できるので経済的です。

色相：クリア
容量：【ジェル】100ml 【スプレー】300ml
【詰め替え】1L / 4L

耐酸性・耐アルカリ性に優れているため、塩害・酸性雨に
よる劣化・風化を制御・防止します。

色相：黒 / 白 / グレー（すべて艶消し）
容量：1kg / 4kg / 16kg

色相：シルバー
容量：100ml / 300ml / 420ml ( スプレー )
0.7L / 1.5L / 3.0L / 16L
防食性に優れているため、残存のサビに対して進行
を止める防錆力があります。軽いサビなら本品のみ
で仕上まで可能です。サビ止めと上塗りを一度に完
結できる塗料。シルバー仕上げ。

サビキラーシリーズ最強の長期防錆効果。シリコ
ーン 100％の 1 液性塗料で、伸縮性に優れ、防水・
防錆に驚異的な力を発揮します。ひび割れしにく
く、鉄部を長期的に保護します。

超耐候型撥水保護剤（木部・石部用）

撥水

処理剤
水で

希

上塗り

１液

油性
下・中塗り

サビキラーセラコンハード GEP

中・上塗り

サビキラーセラコンハード GUP

色相：ホワイト / グレー / サビ色
容量：20kg セット
（主剤 14.4kg・硬化剤 3.6kg・セラミックス 2kg）
セラミックス・樹脂・被塗物の３者絡み合い反応で、
高硬度で高品質な塗膜を形成します。耐候性はフッ
素同等以上で、メンテナンス時の旧塗膜との密着性
に優れます。

釈

驚異の撥水効果と超耐候性を発揮！

シリコーン樹脂系
「超耐候型撥水保護剤」

水 性

長期にわたり素材をしっかり守る！

NET.1kg

防錆塗料

クリアタイプのシリコーン防錆スプレー。透明の塗膜が
表面をコートし水分を防ぎ長期の防錆力を発揮！その
上、撥水・防汚・未塗装樹脂復活のトリプル効果！

油性
２液

防錆塗料

防錆塗料

２液

色相：クリア
容量：100ml / 420ml ( スプレー )

容量：200g / 0.7L / 1.6L / 3.0L / 16kg
水性なのに樹脂サッシ・サイディングに塗れ、その
上プライマー無しでアルミにも塗装が可能です。
これからはサッシの高額な交換より、塗り直しの時
代です。

1L

サビはもちろん、キッチン・洗面所・浴室などの
サビ染み・サビ汚れ・水垢等にも直接噴きつける
だけでピカピカに。手軽に使え即効タイプのサビ
落としです。

スーパー GX ねぶた

10倍

サビキラーサビンラップ

色相：各色

千葉市トライアル発注認定商品

超耐候型撥水保護剤（和紙用）

木部・石部用

油性

適合

サビハイダークイック

色相：クリア
容量：1kg

防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい、
引火性のある塗料を使用する事ができない時等に
おススメです。サビキラーカラーを超えた防錆力。
社内塩水噴霧試験 3500 時間を突破。

★★★
食品衛生法

その他コーティング塗料

防錆塗料

防錆塗料

防錆塗料

１液

色相：ブラック
容量：50g（タッチペン）/ 200g / 1kg / 4kg / 16kg

１液

千葉市トライアル発注認定商品

RESIDE（リサイド）

サビ除去剤

サビキラーカラー艶消し

適合

サビ除去剤

進行する赤サビを黒サビに転換します。
上塗りには水性、弱溶剤が可能です。

サビキラーカラー

防錆塗料

色相：乳白色
容量：0.7L / 1.6L / 3.0L / 16L

２液

水性

サビ除去剤

１液

サビ止めプライマー

サビ転換プライマー
水性
上塗り

下・中塗り

下塗り

ALL WOOD 経年劣化した人工木にも
塗装ができるプライマー

樹脂用塗料

１液

水性

★★★
食品衛生法

油性

木部・人工木用塗料

浸透性が高く、油分の多い箇所のサビ転換に使用で
きます。BAN-ZI AID の密着を高めるプライマーとし
ての役割もあります。

防錆塗料
サビホールド

木部・人工木用塗料

サビ転換塗料

サビ転換塗料

色相：クリアイエロー
容量：300ml ( スプレー )
16.5kg セット ( 主剤 14kg・硬化剤 2.5kg)

色相：ガンメタ
容量：50g（タッチペン）/ 200g / 1kg / 4kg / 16kg

サビに直接塗装して、進行性の赤サビを黒サビへ転換しサビの進行を止めます。ケレンの手間と人件費を大幅に削減し、上塗りの効果
を最大限まで引き出します。上塗りは水性・弱溶剤・強溶剤いずれも可能。水性なので希釈も後かたづけも水道水でＯＫ。安全性、
作業性抜群です。カラーはシルバー色とガンメタ色の 2 色をご用意。本品は下地調整材の為、原則要上塗り仕上げを推奨しています。

下塗り

千葉市トライアル発注認定商品

ALL WOOD（オールウッド）

２液

色相：シルバー
容量：50g（タッチペン）/ 200g / 1kg / 4kg / 16kg

水性

樹脂用塗料

木部・人工木用塗料

サビ転換塗料

スーパー CX
色相：乳白色
容量：1kg

超耐候・超撥水力の効果で、木部や石部を長期的に守ります。
水で 10 倍希釈で使用。弾性被膜が素地と共に伸縮するため
外部環境に左右されず、木部・石部の劣化を防ぎます。

不燃・難燃塗料

プリベンティブファイヤー
スーパーＢＸ
色相：乳白色
容量：1kg / 10kg
樹脂の中で最も耐候性に優れたシリコーンを使用し撥水効
果が続くため、5 〜 10 年の耐候性があり、長期的防火防炎
処理を可能とします。

不燃・難燃塗料

プリベンティブファイヤー
色相：クリア
容量：18kg

規格：FC-200 / FC-500

熱が加わったとき酸素を遮断する機能が働き、素材に引火
しない仕組みの防火難燃処理剤です。
防腐、防虫効果もあり、菌やバクテリアの育成も抑制します。

超耐候型撥水保護剤（金属・木部・石材・コンクリート用）

スーパー GX グラスハード
色相：調色対応
容量：20kg セット
（主剤 12.5kg・硬化剤 2.5kg・セラミックス 5kg）
耐摩耗性に優れ、鉛筆硬度６〜８H の高硬度な塗膜
をつくります。機械による加圧とせん断応力により
均一な塗膜ができます。

※製品の規格・荷姿・デザインは変更になる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。

色相：クリア
容量：1kg
処理後は強度が高く硬いガラス質の被膜を形成し表面を保
護します。
３H から８H までのラインナップをご用意しております。

※製品の規格・荷姿・デザインは変更になる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。

