
ラプターライナーは株式会社シーザーの登録商標です。

¥5,000（¥5,500税込）

【サイズ】860×2640 mm（ポール別売）

ラプターオリジナル
ビッグフラッグ

ご連絡先はこちら

【カラー】BLACK　【サイズ】LARGE（L）/ EXTRA LARGE（XL）

ラプターオリジナルロゴパーカー
¥6,000（¥6,600税込）

ラプターオリジナル
ロゴキャップ

【カラー】BLACK　【サイズ】FREE

¥5,000（¥5,500税込）

ラプターオリジナル
ロゴステッカー各種

【カラー】1. LOGO（BLACK）（SILVER）
　　　　  2. TOUGH AND TINTABLE（BLACK×GREEN）
　　　　  3. CLAW MARKS（GRAY×SILVER）
　　　　  4. KING OF TOUGH（GRAY）
　　　　  5. HEXAGON（GRAY）

【サイズ】1. 225×70 mm  2. 225×125 mm
　　　　  3. 175×65 mm  4. 160×110 mm
　　　　  5. 120×105 mm

¥1,000（¥1,100税込）1.3.4.5

¥1,800（¥1,980税込）2

1 3 5

2 4

WHAT IS RAPTOR?
RAPTOR ベッドライナー & テクスチャコーティングはトラックの荷台をはじめ、

アルミや鋼板、樹脂、木材など様々な材質に塗装可能な 2K ポリウレタンコーティング剤です。 

丈夫で傷や汚れに強く、錆や腐食から保護し、優れた耐紫外線性を提供します。

▶ 防傷、防汚、紫外線などに耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。

▶ 耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。

▶ FILL 入れる - SHAKE 振る - SHOOT 塗装するの 3 ステップで簡単に使用できます。

▶ 塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。

▶ ガンはもちろん、ハケやローラーを使用することで様々な質感が得られます。
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【商品内容】ハイブリッドガン ×1 / カップ ×1

¥28,000（¥30,800税込）

Feel RAPTOR ハイブリッドガン

▶ 口径 3.0mm の重力式ハイブリッドガンは小物や部品の塗装に便利です。
▶ チッピングガンの玉吹機構とスプレーガンの霧化機構でラプターライナー
    の多彩な質感を自由自在に再現できます。

【商品内容】ゾラコートガン ×1 / カップ ×1 / エアキャップ ×2

¥28,000（¥30,800税込）

Feel RAPTORⅡ ゾラコートガン

▶ 口径 3.0mm の加圧式ゾラコートガンはボディや下回りの塗装に便利です。
▶ ラプターライナー 1L がまるまる入る特製の加圧カップと調整エアキャップ
    2 種類が付属しています。

¥5,000（¥5,500税込）

【商品内容】スプレーガン ×1 / 交換ノズル ×2

スプレーガンセット

▶ 口径 4.0mm の交換式スプレーガンは洗浄不要でお手入れ簡単です。
▶ 先端部分でスプレー粒子を調整（肌目調整）できます。
▶ 交換ノズルセット 6 本入り ¥5,000（¥5,500 税込）も取り扱っています。

【商品内容】エポキシプライマー 1L 缶 ×1 / 硬化剤 ×1

¥9,800（¥10,780税込）

U-POL エポキシプライマー

▶ ラプターライナーの保護塗覆性と耐腐食性をさらに拡張します。
▶ 腐食防止添加剤の配合で錆や腐食を抑制し、塩水噴霧にも強いので塗装が
    長持ちします。

▶ ラプターライナー塗装面への汚れや水垢の付着防止になる撥水スプレーです。
▶ ボディ全体に使用できるので、簡易セラミックコーティングが可能です。

¥5,500（¥6,050税込）

【商品内容】グラフェン CS3 473mL スプレー ×1

Adam＇s Polishes グラフェン CS3

RAPTOR JAPAN
推薦メンテナンス剤

▶ 塗り込むことでラプターライナーのしっとりした艶感が復活します。
▶ 汚れの蓄積やダメージにより、艶感が引けた状態となってしまった塗装面に
    最適なドレッシングです。

¥6,000（¥6,600税込）

【商品内容】グラフェン VRT 473mL ボトル ×1

Adam＇s Polishes グラフェン VRT

RAPTOR JAPAN
推薦メンテナンス剤

ラプターライナー 1L キット
【商品内容】ラプターライナー 1L ボトル ×1 / 硬化剤 ×1

¥9,800（¥10,780税込）

¥36,000（¥39,600税込）

ラプターライナー 4L キット
【商品内容】ラプターライナー 1L ボトル ×4 / 硬化剤 ×1
　　　　　　計量カップ ×1

U-POL ラプターライナー（BLACK）
ラプターライナー 1L キット

【商品内容】ラプターライナー 1L ボトル ×1 / 硬化剤 ×1

¥9,800（¥10,780税込）

¥36,000（¥39,600税込）

ラプターライナー 4L キット
【商品内容】ラプターライナー 1L ボトル ×4 / 硬化剤 ×1
　　　　　　計量カップ ×1

U-POL ラプターライナー（WHITE）
ラプターライナー 1L キット

【商品内容】ラプターライナー 1L ボトル ×1 / 硬化剤 ×1

¥12,800（¥14,080税込）

¥48,000（¥52,800税込）

ラプターライナー 4L キット
【商品内容】ラプターライナー 1L ボトル ×4 / 硬化剤 ×1
　　　　　　計量カップ ×1

U-POL ラプターライナー（TINTABLE）

¥36,000（¥39,600税込）

【商品内容】ラプターライナー 5L 缶 ×1

U-POL ラプターライナー（BLACK）

▶ ラプターライナー 15L と硬化剤 5L（体積比 3:1）で 20L を調合できるので
    トレーラーや重機などの全塗装に便利です。

¥36,000（¥39,600税込）

【商品内容】ラプターライナー硬化剤 5L 缶 ×1

U-POL ラプターハードナー

▶ ラプターライナー 1L ボトル対応サイズ 250mL 缶 ¥2,000（¥2,200 税込）も
    取り扱っています。

▶ ラプターライナー 15L と硬化剤 5L（体積比 3:1）で 20L を調合できるので
    トレーラーや重機などの全塗装に便利です。

¥48,000（¥52,800税込）

【商品内容】ラプターライナー 5L 缶 ×1

U-POL ラプターライナー（TINTABLE）

▶ ラプターライナーの耐久性とエアゾールの利便性を兼ね備えているので DIY
    はもちろんスポット修理や細かい作業にも活躍します。

¥7,800（¥8,580税込）

【商品内容】ラプターライナー 400mL スプレー ×1

U-POL ラプターエアゾール（BLACK）

▶ 耐久性、耐水性、対紫外線性に優れた保護コーティング剤です。
▶ 1K エアゾールで使いやすく、様々な材質の小物や部品に塗装可能です。

¥6,800（¥7,480税込）

【商品内容】プロテクティブコーティング 450mL スプレー ×1

U-POL プロテクティブコーティング

マルチユース
コーティング

¥5,800（¥6,380税込）

▶ 錆止め入りなのにベタつかず、高密着で硬化するため耐久性抜群です。
▶ 音と振動を抑える効果があるのでエンジンコンパートメントやパネル内部
    の塗装に最適です。

【商品内容】グラビテックスプラス 1L ボトル ×1

U-POL グラビテックスプラス

アンダーボディ
コーティング

RAPTOR JAPAN PRODUCT LIST

ラプターライナー（WHITE）の販売につきましては、
4L キットのみの設定となっております。


