
ローラー

化研マテリアルグループ 推奨品
お客様のご要望にお応えして在庫品をリニューアルしました

● 外壁～重防食まで幅広く使用できる

● よく含み、よく伸びる
● 塗料被りもとても良く、トータルバランスに優れる

● ニッペ パーフェクトトップ～パーフェクトフィラーまで対応

●仕上り・耐久性とトータルバランスに優れる
● 水性・溶剤・高粘度・低粘度、様々な塗料に対応可能
●防水トップコートにも最適

※ローラー選定に迷ったらまずお試しください！！

13mm

20mm

▲マークの製品は化研マテリアル（株）在庫品です

■Tオールワン
無泡タイプ 万能タイプ

● 内装・外装に使用可能
● 均一な仕上がりで耐久性に優れる

● 内装・外装に使用可能● 内装・外装に使用可能● 内装・外装に使用可能
● 均一な仕上がりで耐久性に優れる● 均一な仕上がりで耐久性に優れる● 均一な仕上がりで耐久性に優れる

■TスモールローラーB・DB
万能タイプ高耐久タイプ

0350049984

0350049986

▲0350049994

▲0350049996

0350050004

0350050006

4S-WAC

6S-WAC

4S-WAB

6S-WAB

4S-WAA

6S-WAA

スモール 4inch 8mm

スモール 6inch 8mm

スモール 4inch 13mm

スモール 6inch 13mm

スモール 4inch 20mm

スモール 6inch 20mm

0350204020

0350204025

0350204030

0350204204

▲0350204206

0350204304

▲0350204306

0350204404

0350204406

ミドル 7inch 20mm

ミドル 7inch 25mm

ミドル 7inch 30mm

スモール 4inch 20mm

スモール 6inch 20mm

スモール 4inch 25mm

スモール 6inch 25mm

スモール 4inch 30mm

スモール 6inch 30mm

7M-PH20
7M-PH25
7M-PH30
4S-PH20
6S-PH20
4S-PH25
6S-PH25
4S-PH30
6S-PH30

▲0359900034 スモール 4inch 13mm 4S-AOB

▲0359900036 スモール 6inch 13mm 6S-AOB

▲0359900044 スモール 4inch 20mm 4S-AOA

▲0359900046 スモール 6inch 20mm 6S-AOA

▲0359900056 スモール 6inch 13mm 6S-ME13

0359900054 スモール 4inch 13mm 4S-ME13

0359900057 スモール 4inch 18mm 4S-ME18

0359900058 スモール 6inch 18mm 6S-ME18

● 仕上塗装向けローラー● 仕上塗装向けローラー
● マイクロファイバーローラー● マイクロファイバーローラー
● 内装仕上げはもちろん外装・防水トップコートに最適● 内装仕上げはもちろん外装・防水トップコートに最適
● 仕上がりがキレイで低飛散の無泡タイプ● 仕上がりがキレイで低飛散の無泡タイプ

■TMicro Eight
低飛散 無泡タイプ

耐溶剤 美粧仕上

■ピーチ 外装用

● 外装用ローラー定番品● 外装用ローラー定番品
● 塗料の含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適● 塗料の含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適
● 耐久性抜群● 耐久性抜群
● 吹付タイル・サイディングに最適！● 吹付タイル・サイディングに最適！

● 無泡ローラー定番品● 無泡ローラー定番品
●泡が少ない特殊加工と毛抜けを抑える不脱毛加工●泡が少ない特殊加工と毛抜けを抑える不脱毛加工
● ウレタン塗膜防水から重防食塗料まで対応可能● ウレタン塗膜防水から重防食塗料まで対応可能

▲0350150400 HM4S-EBスモール 4inch 12mm

▲0350150600 HM6S-EBスモール 6inch 12mm

無泡タイプ■NEWT無泡ローラー

無泡タイプ

■NEWTWAKABA

● 最高級低飛散ローラー

● 内装・外装どちらも使用可能

● 泡が出にくく、

長時間の作業でも毛がへたりにくい

● 最高級低飛散ローラー● 最高級低飛散ローラー● 最高級低飛散ローラー

● 内装・外装どちらも使用可能● 内装・外装どちらも使用可能● 内装・外装どちらも使用可能

● 泡が出にくく、

長時間の作業でも毛がへたりにくい

● 泡が出にくく、

長時間の作業でも毛がへたりにくい

● 泡が出にくく、

長時間の作業でも毛がへたりにくい

■Tウレタンくん
耐溶剤無泡タイプ

▲0350080400

▲0350080600

0350080640

0350080660
4S-B10
6S-B10

4S-C10
6S-C10

スモール 4inch 11mm

スモール 6inch 11mm

スモール 4inch 6mm

スモール 6inch 6mm

● 泡の発生が非常に少ない● 泡の発生が非常に少ない
● １液・2液型、溶剤塗料に対応● １液・2液型、溶剤塗料に対応
● 鉄部・コンクリート・重防食のトップコートに最適● 鉄部・コンクリート・重防食のトップコートに最適

■みなとローラー

▲0359900027 スモール 4inch 13mm 4S-OYB

▲0359900028 スモール 6inch 13mm 6S-OYB

● 安価品ローラー
● プライマーやゴムアスファルトなど
使い捨て用途に最適

● 安価品ローラー● 安価品ローラー● 安価品ローラー
● プライマーやゴムアスファルトなど
使い捨て用途に最適

● プライマーやゴムアスファルトなど
使い捨て用途に最適

● プライマーやゴムアスファルトなど
使い捨て用途に最適

10本/パック

10本/パック

■ローラーハンドル

■スモール・ミドル兼用ハンドル

▲0350010700 レギュラー 7inch

▲0350010900 レギュラー 9inch

▲0350090001 長柄

■T砂骨材ローラー

▲0350160700 7KGレギュラー 7inch

▲0350160900 9KGレギュラー 9inch

▲0350200400 4S-KGスモール 4inch

▲0350200600 6S-KGスモール 6inch

■T砂骨材スモールローラー

▲0350070400 4S-Bスモール 4inch 13mm

▲0350070600 6S-Bスモール 6inch 13mm

　0350110400 4S-DBスモール 4inch 20mm

▲0350110600 スモール 6inch 20mm 6S-DB

■TウーローラーA

▲0350020700 7Aレギュラー 7inch 40mm

▲0350020900 9Aレギュラー 9inch 40mm

■TミドルローラーＢ・ＤＢ

▲0350130721 ミドル 7inch 13mm 7Ｍ-B

▲0350130731 ミドル 7inch 13mm 7Ｍ-DB

▲0350831410 4S-Bスモール 4inch 50本/ケース

▲0350831610 6S-Bスモール 6inch 50本/ケース

化研オリジナル！！化研オリジナル！！
■無印K スモールローラー■無印K スモールローラー

万能タイプ



水性塗料刷毛

外装用刷毛

ヘラ

・目地タイプも大好評

■豚毛金巻刷毛

■ひよこ 目地
化 繊

豚 毛
・微弾性塗料などの塗布に

刷 毛

化研マテリアルグループ 推奨品

■ステンレス丸ベラ ■柄付ゴムベラ 赤 ■竹棒

溶剤塗料刷毛
■新・白鳩 薄口
山 羊

・含み・まとまり・伸び
三拍子そろった溶剤刷毛

■ホーム

・手軽に使えるペンキ刷毛

・山羊毛より腰が強い

馬 毛

■木柄ステンレス金ヘラ■木柄ステンレス金ヘラ
（ナイフ型）

■柄付金ベラ

・プライマーなどの塗布に

しなやかな塗り感

■ステンY型皮スキAX

・ダメ込み、微弾性塗料の塗布、

防水材塗布に

■シマ毛 金巻
山 羊

■新・塗装用ラスター
豚 毛

■特製柄付金ベラ

掃除刷毛

・養生や塗装作業前の掃除用

豚 毛

■ラスター刷毛 356N

山 羊

■出雲目地刷毛

・最高品質目地刷毛
･肉厚で作業性抜群

化研オリジナル！！化研オリジナル！！

0350260705 平 白 ５号
▲0350260708 平 白 ８号
▲0350260715 平 白 10号
0350260722 平 白 12号
0350260725 平 白 15号

▲0350261630
▲0350261635
▲0350261640

筋違 白 薄口 10号
筋違 白 薄口 15号
筋違 白 薄口 20号

0350262308 目地 平 ８号
▲0350262310 目地 平 10号

▲0350271010 101号
▲0350271020 102号

▲0350280010 平 白 10号
▲0350280015 平 白 15号
▲0350280020 平 白 20号

▲0350280800
▲0350281000

平 8号
平 10号

▲0350308000 33mm
▲0350308025
▲0350308050

25mm
50mm

▲0350230020 2inch
▲0350230030 3inch

▲0350313000
▲0350314500
▲0350316000

30mm
45mm
60mm ▲0350329400 95mm

▲0350340000 20mm

▲0350361000
▲0350361250
▲0350362000

100mm
125mm
200mm

▲0350390015
▲0350390020
▲0350390025

15mm
20mm
25mm ▲0350461090 90mm

▲0350261305
▲0350261308
▲0350261310
▲0350261312
▲0350261315

平 白 5号
平 白 8号
平 白 10号
平 白 12 号
平 白 15号

0350230040
▲0350230050
▲0350230055
▲0350230060
0350230065
0350230070

1inch
2inch
2.5inch
3inch
3.5inch
4inch

0350260705 平 白 ５号
▲0350260708 平 白 ８号
▲0350260715 平 白 10号
0350260722 平 白 12号
0350260725 平 白 15号

▲0350261630
▲0350261635
▲0350261640

筋違 白 薄口 10号
筋違 白 薄口 15号
筋違 白 薄口 20号

0350262308 目地 平 ８号
▲0350262310 目地 平 10号

▲0350271010 101号
▲0350271020 102号

▲0350280010 平 白 10号
▲0350280015 平 白 15号
▲0350280020 平 白 20号

▲0350280800
▲0350281000

平 8号
平 10号

▲0350308000 33mm
▲0350308025
▲0350308050

25mm
50mm

▲0350230020 2inch
▲0350230030 3inch

▲0350313000
▲0350314500
▲0350316000

30mm
45mm
60mm ▲0350329400 95mm

▲0350340000 20mm

▲0350361000
▲0350361250
▲0350362000

100mm
125mm
200mm

▲0350390015
▲0350390020
▲0350390025

15mm
20mm
25mm ▲0350461090 90mm

▲0350261305
▲0350261308
▲0350261310
▲0350261312
▲0350261315

平 白 5号
平 白 8号
平 白 10号
平 白 12 号
平 白 15号

0350230040
▲0350230050
▲0350230055
▲0350230060
0350230065
0350230070

1inch
2inch
2.5inch
3inch
3.5inch
4inch

山 羊

■リブ目地刷毛

・シールプライマー塗布、

溶剤塗料の細かい作業に最適

▲マークの製品は化研マテリアル（株）在庫品です
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