
商品写真 参考上代 備考

AVERY SQUEEGEE
PRO. WITH FELT スキージー ¥600 スキージー固

AVERY SQUEEGEE PRO
FLEXIBLE スキージー　ソフト ¥600 スキージー柔

AVERY SQUEEGEE PRO
XL スキージー　大判 ¥900 スキージー固　大判

AVERY APPLICATION
GLOVES

施工用グローブ

*小分け小袋同梱
¥900 ラッピング用グローブ

AVERY CUTTER カッター ¥1,000 ロゴ入りカッター（３０°刃）

AVERY AIR RELEASE
PEN エア抜きペン ¥1,400 エア溜りを解消するツール

AVERY SNITTY 安全カッター ¥1,200
刃が手に触れない安全仕様、プラス
チックボディで車輌にも傷が付きづ
らい

AVERY MAGNETS
固定用マグネット

*2個/セット
¥4,000 フィルムを車輌に固定する際に使用

AVERY TOOLBELT 作業用腰ベルト ¥4,200
Averyツールバッグ固定用マグネッ
ト接着部付

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

AVERY SWATCH カード型色見本 ¥3,000 Averyラッピングフィルム見本帳

SQUEEGEE
FLEXTREME 赤青1セット ¥3,600 モールなどの隙間の施工に

EXTECH デュアルレーザー ¥20,000
レーザー温度計、設定値にて鳴るブ
ザー付

WELDY　HG 330B ¥7,000
風量、温度が二段階切り替えの入
門モデル

LISTER　ソラノ ケース付 ¥65,000
静音、軽量、長寿命のヒートガンハ
イエンドモデル

タフグローブ レギュラー ¥2,037

ラッピング用グローブ、塩ビシートや
看板シートの施工にも最適。なんと
いっても「タフ！」の名の通り通常の
グローブの数倍の耐久性がありま
す！

タフグローブ スモール ¥2,037

ラッピング用グローブ、塩ビシートや
看板シートの施工にも最適。なんと
いっても「タフ！」の名の通り通常の
グローブの数倍の耐久性がありま
す！

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ　0mm厚 ¥2,500
スキージーの交換用パッド。ガラス
フィルムや特に強めの圧着が必要
な箇所に。

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ　1mm厚 ¥2,500
スキージーの交換用パッド。薄手の
塩ビシートや強めの圧着が必要な
箇所に。
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ　2mm厚 ¥2,500
スキージーの交換用パッド。様々な
塩ビシートや通常の圧着が必要な
箇所に。一番汎用性のある厚さ。

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ　3mm厚 ¥2,500

スキージーの交換用パッド。様々な
塩ビシートで少し弱めに圧着したい
場合や凹凸がある様な箇所に。最
も厚めのパッド。

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ　4枚組ｾｯﾄ ¥4,500
スキージーの交換用パッド。０～３
mmのお試しセット

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ
BIGｻｲｽﾞ2mm厚

¥3,300
スキージーの交換用パッド。幅広ス
キージー用

ﾙﾉﾝｽｷｰｼﾞｰﾊﾟｯﾄﾞ
BIGｻｲｽﾞ3mm厚

¥3,300
スキージーの交換用パッド。幅広ス
キージー用

PPF マイクロスキージー
パッド　　０ｍｍ

¥3,000
スキージーの交換用パッド。特に表
面が滑らかでシートに傷がつきにく
いパッド

PPF マイクロスキージー
パッド　　１ｍｍ

¥3,000
スキージーの交換用パッド。特に表
面が滑らかでシートに傷がつきにく
いパッド

PPF マイクロスキージー
パッド　　２ｍｍ

¥3,000
スキージーの交換用パッド。特に表
面が滑らかでシートに傷がつきにく
いパッド

PPF マイクロスキージー
パッド　　３ｍｍ

¥3,000
スキージーの交換用パッド。特に表
面が滑らかでシートに傷がつきにく
いパッド
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

PPF マイクロスキージー
パッド　　４枚セット

¥5,500
スキージーの交換用パッド。特に表
面が滑らかでシートに傷がつきにく
いパッド。０～３mmのお試しセット

フッ素樹脂粘着テープ ¥2,150

ガラスクロスを基材とした寸法安定
性の高いタイプです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・
耐薬品性・滑り性に優れています。
テフロン（ＴＭ）PTFE製の粘着テープ
です。

ニトフロン粘着テープ 13mmx10m巻き ¥2,450
テフロン基材に主としてシリコーン系
粘着剤を塗布した耐熱性粘着テー
プです

職専　目透しカッター ¥500
巾狭の刃先で細かい箇所のカットな
ど小回りが効きます。

職専　目透しカッター　替刃 50枚入り ¥1,100 目透かしカッター用替刃

NTカッター5連発 ¥600
ボディがプラスチックで車に傷がつ
きづらい使用。替刃が本体にストッ
クできます

TAJIMA 30°黒刃　替刃 10枚入り ¥500 黒刃30度の替刃

OLFA 細工カッター替刃
30°

10枚入り ¥440 細かい作業に適した30度の替刃

TAJIMA すみつけクレヨン
白/黒/赤/蛍光イ
エロー/蛍光ピンク

¥400

ノック式で使いやすい墨つけクレヨ
ン、塩ビシートや塗装面の場合、IPA
で拭いて落とせます。型取りや位置
だしの印つけに使用できます。
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

TAJIMA すみつけクレヨン
替芯

白/黒/赤/蛍光イ
エロー/蛍光ピンク

（3本入）
¥420 すみつけクレヨン替え芯。

井上工具　ポキットカッター ¥500 ツールバッグにも納まる携帯刃折り

カッターパキッと君 ¥4,800
ジュラルミン製　ポキットカッターとの
組み合わせで使用

ガイドカッター　替刃10枚付
き

¥3,480 裏紙カッター

デュオテックトリマー ¥4,580
フッ素加工で糊面にくっつきにくい仕
様

ガイドカッター替刃 10枚入り ¥800
ガイドカッター、デュオテックトリマー
用替刃

3M　ナイフレステープ
デザインライン

50m巻 ¥3,500
カッターを使用しないでラッピング
シートをカットする。一番細く曲線部
分にお勧め

3M　ナイフレステープ
フィニッシュライン

50m巻 ¥3,500
カッターを使用しないでラッピング
シートをカットする。主に直線的な部
分にお勧め

3M　ナイフレステープ
プレジションライン

50m巻 ¥7,750
カッターを使用しないでラッピング
シートをカットする。主にメッキ調や
厚手のシートにおススメ
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

モールドンホールド 10mmx23m ¥3,500
エッジのシールに加えて、車の色を
隠すマスクとして機能し、完璧で安
全な仕上げを作成します。

トリムマスキングﾃｰﾌﾟ 50mmx10m ¥3,100 ゴムモールの持ち上げに最適

マグネットメジャー ¥2,000
ボディに傷が付きにくいビニール素
材で両端と真ん中にマグネット入
り。一人でも採寸可能　※在庫限り

3M　自動車外装用両面粘
着テープ　　　　　エンブレム

接着用

5mmｘ10ｍ巻
（2巻き入り）

¥960 エンブレムなどの再接着などに

3M エンブレムテープ
50mmx300mm

10枚入り
¥7,300

感圧転写型両面テープ。細かい車
輌エンブレムの復旧時の両面テー
プのトリミングや切り貼りの時間短
縮に

のりべえ　（粘着材落とし） 420ｍｌスプレー缶 ¥1,800 糊溜りができにくい、糊落とし

ガラス一発クリーン（M） 掃除用クロス ¥1,000
糸くずのでない車輌拭きあげ用クロ
ス

3M　タッククロス
低粘着タイプ

10枚入り
¥2,600

フィルムを乗せる前にさっと一拭き
細かな埃やゴミを拾い拭けます

イージーラップ　（スプレーボ
トル）

粘着軽減剤
1L ¥4,500

初期粘着の高いフィルムの施工時
にボディ側に塗布して使用。
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

ライトオン 1L ¥3,800
石鹸水より止まり、乾きの良い
ウェット貼り用液剤

ウルトラプライマー　トーチ
本体

¥7,500
ウルトラプライマー用トーチ、別売り
のガスを充填して使用します。

ウルトラプライマー　替えガ
ス

50ｇ ¥6,800 充填用プライマーガス

IPA
イソプロピルアル

コール　16L ¥8,000 車輌清掃時に

Avery シュプリームラップケ
アシーラント

946ｍｌ ¥4,800 シュプリーム専用仕上げコート剤

Avery シュプリームラップケ
アクリーナー

946ｍｌ ¥4,400 シュプリーム専用クリーナー剤

Avery シュプリームラップケ
アパワークリーナー

946ｍｌ ¥4,800 シュプリーム専用強力クリーナー剤

Avery シュプリームラップケ
アシーラント

120ｍｌ ¥2,000
シュプリーム専用仕上げコート剤
（小）

Avery シュプリームラップケ
アクリーナー

120ｍｌ ¥1,800 シュプリーム専用クリーナー剤（小）
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

Avery シュプリームラップケ
アパワークリーナー

120ｍｌ ¥2,000
シュプリーム専用強力クリーナー剤
（小）

ラップコート
ラップ用コーティン

グ剤
¥2,600 ラッピング後の汎用コーティング剤

ラップコート　セット クロス付 ¥2,800
ラッピング後の汎用コーティング剤
お試しセット

カモ井 チェック3 6巻 1PK ¥650 目盛付マスキングテープ

マルチマスカー　青
200ｍｘ50ｍ　2本

入り
¥8,200 車輌用糊つき養生フィルム

Wrap finish stick ¥1,500
モールの隙間やスキージーが入ら
ない箇所に使用

Wrap point stick ¥1,500
球体状の先端で凹部にシートをなじ
ませます。

Pick Up Stick ¥1,500
針状の先端でシートのカス取りや細
部処理に

Mini Wrap point stick ¥1,500
球体状の先端で凹部にシートをなじ
ませます。（黄色より小さい）
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

プッシュスティック　ブルー ハード ¥560
モールの隙間や細いところの施工
に、細部の掃除にも

プッシュスティック　ホワイト ソフト ¥560
モールの隙間や細いところの施工
に、細部の掃除にも

南條棒 ソフト（バラ） ¥450 指の入らない狭い場所の施工に

南條棒 ミディアム（バラ） ¥450 指の入らない狭い場所の施工に

南條棒 ハード（バラ） ¥450 指の入らない狭い場所の施工に

南條棒　アソート
ミディアム（５本

パック）
¥2,100 お得な５本詰め合わせ

ラパックス（ｵﾚﾝｼﾞ）
デュアル（ﾊｰﾄﾞ&ｿﾌ

ﾄ）バラ売り
¥700

モールの隙間などのシートの入れ
込みに便利、片側ずつソフト、ハー
ドの仕様になっています。

ラパックス（ｵﾚﾝｼﾞ）
デュアル（ﾊｰﾄﾞ&ｿﾌ

ﾄ）5本ﾊﾟｯｸ
¥3,000

モールの隙間などのシートの入れ
込みに便利、片側ずつソフト、ハー
ドの仕様になっています。（お得な５
本パック）

ラパックス（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）
ハング（ｿﾌﾄ）バラ

売り
¥700

モールの隙間などのシートの入れ
込みに便利、アングル形状と刃の
形状を組合せたツール。刃の部分
はソフト仕様。
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

ラパックス（ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ）
ハング（ｿﾌﾄ）5本

ﾊﾟｯｸ
¥3,000

モールの隙間などのシートの入れ
込みに便利、アングル形状と刃の
形状を組合せたツール。刃の部分
はソフト仕様。（お得な５本パック）

カーボン剥がしヘラ 40mm ¥270

こびりついた汚れ落としに最適なヘ
ラです。炭素入りのため、通常のプ
ラスチックヘラより強固で長持ちしま
す。傷が心配な個所に

はがしヘラR65mm R65mm ¥290
ヘラの先端が細く円弧になっている
ので、対象物のすき間に入れやす
く、きっかけ作りに最適です。

デルリヘラ20mm 20mm ¥100

ソフトでしなやかなコシがあるポリア
ミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できま
す。

デルリヘラ40mm 40mm ¥220

ソフトでしなやかなコシがあるポリア
ミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できま
す。

デルリヘラ66mm 66mm ¥250

ソフトでしなやかなコシがあるポリア
ミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できま
す。

デルリヘラ75mm 75mm ¥270

ソフトでしなやかなコシがあるポリア
ミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できま
す。

ジラコヘラ20mm 20mm ¥100

硬めのヘラですが、ヘラ先には適度
なコシがあります。
パテ付け・のり付け・フィルム貼り・
汚れ落し・補修作業など。
使用している後、先端が摩耗した場
合は紙ヤスリなどで研磨してお使い
ください

ジラコヘラ40mm 40mm ¥250

硬めのヘラですが、ヘラ先には適度
なコシがあります。
パテ付け・のり付け・フィルム貼り・
汚れ落し・補修作業など。
使用している後、先端が摩耗した場
合は紙ヤスリなどで研磨してお使い
ください
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

ジラコヘラ66mm 66mm ¥290

硬めのヘラですが、ヘラ先には適度
なコシがあります。
パテ付け・のり付け・フィルム貼り・
汚れ落し・補修作業など。
使用している後、先端が摩耗した場
合は紙ヤスリなどで研磨してお使い
ください

ジラコヘラ75mm 75mm ¥300

硬めのヘラですが、ヘラ先には適度
なコシがあります。
パテ付け・のり付け・フィルム貼り・
汚れ落し・補修作業など。
使用している後、先端が摩耗した場
合は紙ヤスリなどで研磨してお使い
ください

ロールプロ ¥8,000
リベットなどへの施工にスポンジ
ローラーで押さえることが可能

ロールプロ（スペアロール） ¥3,460 替えローラー

ブルーマックス ¥5,000 ガラスフィルム施工時の水抜きに

ペイントプロテクション用
丸型スキージー　ピンク

ソフト ¥710

ペイントプロテクション用
丸型スキージー　ホワイト

ミディアムソフト ¥780

カードスキージー　ホワイト ミディアム ¥580

カードスキージー　ブルー ソフト ¥800
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

カードスキージー　ブラック ミディアムソフト ¥800

カードスキージー　ピンク ミディアム ¥780

カードスキージー　シルバー ハード ¥950

カードスキージー　パープル ミディアム ¥950

ハードカードスキージー　イ
エロー

ソフト ¥1,300

ハードカードスキージー　ブ
ラック

ミディアムソフト ¥1,300

ハードカードスキージー　ホ
ワイト

ミディアム ¥1,050

LIDCOスキージー　オレンジ ソフト ¥560

LIDCOスキージー　シル
バー

ミディアムソフト ¥740
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

LIDCOスキージー　シル
バー　大

ミディアムソフト ¥1,250

スピードウィングスキージー
小　　赤

ソフト ¥1,980

スピードウィングスキージー
小　　黄

ハード ¥1,980

EZReachスキージー　ゴー
ルド

ミディアム ¥1,240

EZReachスキージー　シル
バー

ミディアムハード ¥1,400

ウルトラスキージー　ゴール
ド

ミディアム ¥1,020

ウルトラスキージー　シル
バー

ミディアムソフト ¥1,130

三角スキージー　グリーン ソフト ¥1,800

三角スキージー　イエロー ミディアム ¥0 ¥1,250
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商品写真 参考上代 備考

DFCクエスト取扱い　ツールキット 
品名

三角スキージー　シルバー ハード ¥1,880

桜井　スキージー ハード ¥240
薄手のハードスキージー、狭い箇所
に最適

ベルハンマー　大
機械用潤滑剤

420ｍｌ
¥3,350

工具等の潤滑油に最適。滑りすぎ
る程の威力を発揮します。スプレー
タイプ

ベルハンマー　小
機械用潤滑剤

40ｍｌ
¥1,480

工具等の潤滑油に最適。滑りすぎ
る程の威力を発揮します。

リドフワイプス
強力汚れ落し

40枚入り
¥2,700

水道が近くにない場所で最適な強
力汚れ落とし
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