
Finishing Restoration Enhancement Kit
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漆面修復保養工具套裝

フィニッシング . レストレーション . エンハンスメント . キット
漆面修復保養工具套裝



Product content:

Polish

擦亮劑 / 擦亮劑
ポリッシュ

Product content:

Citrus cleaner

柑橘清潔劑 / 柑橘清潔劑
シトラスクリーナー

Carnuba wax

棕櫚蠟 / 棕櫚蠟
カルナバ・ワックス

Carnuba waxCarnuba wax

棕櫚蠟
カルナバ・ワックス

シトラスクリーナー



Yellow micro fiber cloth

黃色微纖維布 / 黃色微纖維布
220gsm

600gsm

黄色いマイクロファイバークロス

Green micro fiber cloth

綠色微纖維布 / 綠色微纖維布
青いマイクロファイバークロス青いマイクロファイバークロス

產品內容

商品内容
產品內容綠色微纖維布

青いマイクロファイバークロス



Step One :
Folding technique for cloth preparation

Step Two:
General cleaning with distilled water

Step Three:
Removing sweat stains and sticky residue from guitar surface with citrus cleaner

Step Four:
Applying polish on the guitar

Step Five:
Apply wax on the guitar



ステップ１：
クロスは６つ折りにして準備します

ステップ 2：
a)	 瓶詰めの蒸留水を使って	黄色いクロスの一部を少し湿らせます

ステップ 3：
シトラスクリーナーを使って、ギターの表面の汗のシミやベタベタした部分を取り除く

ステップ 4：	
ギターにポリッシュを塗る

ステップ 5：
ギターにワックスを塗る



步驟一：
布料折疊技巧，折成六折

步驟二：
採用蒸餾水進行一般清潔

步驟三：
用柑橘清潔劑擦去吉他上汗漬和粘性殘留物

步驟四：
在吉他上使用擦亮劑

步驟五：
給吉他上蠟



步驟一：
布料折疊技巧，折成六折

步驟二：
採用蒸餾水進行一般清潔

步驟三：
用柑橘清潔劑擦去　結他上汗漬和粘性殘留物

步驟四：
在結他上使用擦亮劑

步驟五：
給結他上蠟



1 布料折疊技巧，折成六折

クロスは６つ折りにして準備します
布料折疊技巧，折成六折

Folding technique for cloth preparation, fold into six









2 採用蒸餾水進行一般清潔

きれいな水を使った一般的なクリーニング
採用蒸餾水進行一般清潔

General cleaning with distilled water a.   Slightly dampen a section of the yellow 
cloth, using bottled, distilled water

a.  採用瓶裝蒸餾水稍微弄濕一部分的黃色微
纖維布。

a.	 	瓶詰めの蒸留水を使って	黄色いクロスの一部
を少し湿らせます

a.		採用瓶裝蒸餾水稍微弄濕一部分的黃色微
纖維布。



b. Gently wipe clean the whole body, neck, head stock

b. 輕輕地擦拭琴身、琴頸和琴頭
b.	ボディ全体、ネック、ヘッドストックを優しく拭いてきれいにします

b.	輕輕地擦拭琴身、琴頸和琴頭



3 シトラスクリーナーを使って、ギターの
表面の汗のシミやベタベタした部分を
取り除く

用柑橘清潔劑擦去結他上汗漬和粘性殘
留物

用柑橘清潔劑擦去吉他上汗漬和粘性殘
留物

Removing sweat stains and sticky 
residue from guitar surface with 
citrus cleaner

a.  Fold over the damp yellow cloth and 
apply citrus cleaner to it 

b.  Gently work and lift the stain from areas 
that are noticeably sticky and dirty. 
These areas are often caused by sweat 
and by label adhesive

a.  折疊弄濕的黃色微纖維布，將柑橘清潔劑倒
在上面

b.  輕輕地擦拭有明顯污漬和粘性物的區域。這
些區域通常是由汗水和標籤膠造成的

a.	 	湿った黄色いクロスを折りたたみ、シトラスクリ
ーナーをつけます

b.			ベタベタしたり汚れたりしている部分を優しく
拭いて汚れを取り除きます。これらの汚れは、汗		
やラベルの粘着剤による場合が多いです

a.		折疊弄濕的黃色微纖維布，將柑橘清潔劑倒
在上面

b.		輕輕地擦拭有明顯污漬和粘性物的區域。這
些區域通常是由汗水和標籤膠造成的



before after



4 在結他上使用擦亮劑

ギターにポリッシュを塗る
在吉他上使用擦亮劑

Apply polish on the guitar

a.  折疊黃色微纖維布，令乾淨的表面朝外

a.  Find a clean surface by folding into 
the reverse surface on the yellow 
cloth

a.	 	黄色いクロスを裏返しに折りたたみ、ク
ロスのきれいな部分を見つけます

a.		折疊黃色微纖維布，令乾淨的表面朝外



a.  折疊黃色微纖維布，令乾淨的表面朝外
a.		折疊黃色微纖維布，令乾淨的表面朝外

b.   Put small amount of polish on 
the cloth and start working 
in small circular motion on 
an area no bigger than 6 
square inchs

b.  將少量的擦亮劑倒在微纖維布
上，在不超過 6 平方英寸的區域
內打圈

b.		クロスにポリッシュを少量つけ、6
平方インチ ( 約 40 平方センチメー
トル )	以下の部分ごとに、小さな円
を描くようにして磨きます

b.		將少量的擦亮劑倒在微纖維布
上，在不超過 6平方英寸的區域
內打圈

c.  After the area is worked 
on use green cloth to 
clean off that area

c.  完成後，用綠色微纖維布
擦拭該區域

c.	 	ポリッシュを塗った後、青
いクロスで拭き取ります

c.		完成後，用綠色微纖維布
擦拭該區域

d.   Repeat step b and c for 
the entire body surface 
of the guitar

d.  在整個吉他琴身上表面重
複步驟 b 和 c

d.			b	と	c	を繰り返し、ギター
のボディ全体を磨きます

d.		在整個結他琴身上表面重
複步驟 b和 c



5 給結他上蠟

ギターにワックスを塗る
給吉他上蠟

Apply wax on the guitar a.   Put some wax on one or two fingers from the 
wax container

a. 用一至兩根手指從蠟罐裡取出一些蠟

a.	 	ワックスの容器から指 1,2 本を使ってワックスを取り
ます

a.		用一至兩根手指從蠟罐裡取出一些蠟



d.   Very gently remove the wax with the 
green Cloth. Less contact is better, as 
it will help to avoid introducing “love 
marks” into the newly waxed surfaces

d.  用綠色微纖維布輕輕地擦去蠟。最好盡量減
少接觸，因為這有助於避免新上蠟的表面留
下“愛的痕跡”

d.		青いクロスでワックスを優しく取り除きます。せ
っかくワックスを塗った表面にまた跡がつかない
ように、できるだけ触れないようにしてください

d. 用綠色微纖維布輕輕地擦去蠟。最好盡量減
少接觸，因為這有助於避免新上蠟的表面留下
“愛的痕跡”

b. Gently rub the wax on the guitar surface

b.  輕輕地在吉他表面擦上蠟
b.		ギターの表面にワックスを優しく塗ります

b.		輕輕地在結他表面擦上蠟

c.  A small amount of wax should be able to 
cover the entire guitar surface as heat 
from your hand will help spread the wax 

c.  只需要很少的蠟，已經足夠覆蓋整個吉他的
表面，因為你手掌的溫度會幫助蠟融化擴散

c.	 	手の熱でワックスが広がりやすくなるため、少量
のワックスでギターの表面全体に塗ることができ
ます

c.		只需要很少的蠟，已經足夠覆蓋整個吉他的
表面，因為你手掌的溫度會幫助蠟融化擴散
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