
※

※　航空機グレードのＬＥＸＡＮ、ウインドシールド、及びドア等に使用します。
　　 航空機グレード適応商品です。

※定尺8Ｆｔ/2.4ｍです。1Ｆｔ/30ｃｍ単位でお求め下さい。

4'X8'
(1.2X2.4)m

48<ＬＥＸＡＮ ＳＨＥＥＴ>クリアーＬＥＸＡＮ
☆ＮＯＶＵＳ ＰＬＡＳＴＩＣ ＰＯＬＩＳＨ

厚み
ｲﾝﾁ（ミリ）

重量ＳｑＦｔ
Lb(Kg)

商品番号
価格 (汚れ落としワックス)

4'X2'
(1.2X0.6)m

4'X4'
(1.2X1.2)m

4'X6'
(1.2X1.8)m 商品番号 容量 価格 備考

67-0108.060 (1.52) .38 (.0.17) 48-060-*** ¥8,800 ¥17,600 ８ｏｚ(237mℓ) ¥1,280
Ｎｏ.１ 仕上げ・つや出し

¥40,000 67-0164 ６４ｏｚ(1.9ℓ) ¥3,520.080 (2.03) .50 (0.23) 48-080-*** ¥12,000 ¥24,000 ¥34,000
¥26,300 ¥32,000

¥44,000 67-0208 ８ｏｚ(237mℓ) ¥1,780
Ｎｏ.２ 汚れ落としワックス

.125 (3.18) .78 (0.35) 48-125-*** ¥14,800 ¥29,700

.093 (2.36) .59 (0.27) 48-093-*** ¥13,400 ¥26,800 ¥38,000
¥41,000 ¥48,000 67-0264 ６４ｏｚ(1.9ℓ) ¥6,970

◎商品番号の表示方法
例　 ＬＥＸＡＮ　ＳＨＥＥＴ　肉厚.080（2.03ｃｍ）
      の商品を4'×8'（1.2×2.4）ｍの場合
　　  48-080-48
    表示番号　　 　　　　　　4´×8´

67-0308 ８ｏｚ(237mℓ) ¥2,100

68<ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＰＬＹＷＯＯＤ>航空ベニア

これらのワックスは汚れ落としや、つや出し及びコンパ
ウンドとして使用する航空機のウィンドシールド(カウリン
グ・キャノピー)用のワックスです。
ＦＲＰやアルミ・スチール等にも使用出来る万能商品で
す。通常の汚れ落としやコーティングに使用する場合は
Ｎｏ.２をご使用下さい。

67-0364 ６４ｏｚ(1.9ℓ) ¥8,990
Ｎｏ.３ コンパウンド

90°ＭＡＨＯＧＡＮＹ　価格
厚み 重量Ｓａ.Ｆｔ 4′×2′ 4′×4′ 4′×6′ 4′×8′

商品番号
ｲﾝﾁ(ﾐﾘ） Ｌｂ（Ｋｇ） （1.2×0.6）m （1.2×1.2）m （1.2×1.8）m （1.2×2.4）m
1/16 (1.59) 6 (2.72) ¥9,200 ¥17,600 ¥25,200 ¥32,000 68-M116-***
3/32 (2.38) 10 (4.53) ¥5,300 ¥20,100 ¥29,900 ¥38,100 68-M332-***

68-M018-***
3/16 (4.76) 20 (9.06) ¥13,200 ¥25,300 ¥36,200 ¥45,900 68-M316-***
1/8 (3.18) 12 (5.44) ¥11,200 ¥21,400 ¥30,100 ¥38,900

68-M014-***
90°ＢＩＲＣＨ　価格

1/16 (1.59) 7 (3.17) ¥7,500 ¥14,300 ¥20,500 ¥26,000

1/4 (6.35) 25 (11.33) ¥15,400 ¥29,500 ¥42,200 ¥53,600

68-B116-***
68-B332-***

1/8 (3.18) 15 (6.80) ¥7,800 ¥14,800 ¥21,300 ¥26,900 68-B018-***
3/32 (2.38) 12 (5.44) ¥7,700 ¥14,600 ¥21,000 ¥26,600

◎商品番号の表示方法
例　90°MAHOGANY、厚さ1/16(1.58mm)・重量6LbS/2.72Kgを
       2´×4´(0.6×1.2)mご注文の場合
　　           68-M116-24
              表示番号　　　　　　2´×4´
　  　90°BIRCH、厚さ3/32(2.38mm)・重量12LbS/5.44Kgを
        4´×4´(1.2×1.2)mご注文の場合
　　         　68-B332-44
            表示番号　　　　　　　4´×4´

☆ＮＹＬＯＮ ＲＯＵＮＤ ＲＯＤ（ナイロン棒） ☆ＮＹＬＯＮ ＰＬＡＴＥ(ナイロン板）

長径
商品番号

価格
ｲﾝﾁ（ミリ） （1Ｆｔ/30cm)

68-B316-***
1/4 (6.35) 30 (13.59) ¥15,200 ¥28,900 ¥41,400 ¥52,600 68-B014-***

3/16 (4.76) 24 (10.87) ¥13,300 ¥25,500 ¥37,000 ¥47,000

1/2 (12.75) 48-51800 ¥730
3/4 (19.05) 48-51900 ¥850

1/8 (3.18) 48-51600 ¥550
1/4 (6.35) 48-51700 ¥660

サイズ 価格
1-1/2 (38.1) 48-52200 ¥2,700 ｲﾝﾁ（ミリ） Lb(Kg)

1 (25.4) 48-52000 ¥1,500
1-1/4 (31.75) 48-52100 ¥1,980

2 (50.8) 48-52300 ¥3,800 1/16 (1.58) .39 (0.18) 48-51000

厚み 重量Ｓｑ.Ft
商品番号

1 (25.40) 6.15 (2.79) 48-51500 ¥17,800

1/2 (12.75) 3.07 (1.39) 48-51300 ¥12,300
3/4 (19.05) 4.61 (2.09) 48-51400 ¥14,800

6"×6″
(152.4×
152.4m

m

¥2,100
1/8 (3.18) .77 (0.35) 48-51100 ¥4,100
1/4 (6.35) 1.54 (0.70) 48-51200 ¥6,200

p6


