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商品コード 呼称 規格
（g） 形態 サイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱

41178878 SR-083（B） 250 缶 61 117 75 1 6 1,800
41169143 SR-253（D3）250 缶 61 117 75 1 6 1,800

シリコーンプライマー Ｂ・Ｄ3
材 質 有機溶剤系

●シリコーンシーラントと各種被着体
との接着性を向上させます。
●プライマーＢは主にコンクリート用。
モルタル・ストレート・木材等多孔
質材料の下地専用プライマー。

●プライマーD3は主に金属・ガラス
用。塗装面・金属・プラスチック材
料の下地専用プライマー。

●主たる適用シーリング材は、8060
プロ・8070プロ・8051N。

接着性を最高度に発揮させる為、被着体
に対応したプライマーをご使用下さい。

施工ワンポイント

SR-083

SR-253

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41114615 コンクリメントＶ　  RE-266 1kg アルミ袋 － 12 1,130
41114616 水性コンクリメント AE-325 3kg 紙缶 － 6 3,070

コンクリメントV・水性コンクリメント
材 質 コンクリメントV：変成シリコーン系

水性コンクリメント：アクリルエマルジョン形

●ペースト状で間隙充てん
性に優れている。初期接
着が良く、軽いものなら仮
止め不要。

木レンガ・内装下地木工事用
●コンクリメントV
　住宅環境対策品　
　JIS A 5537　
　F☆☆☆☆表示品
●水性コンクリメント　
　住宅環境対策品
　JIS A 5537　
　F☆☆☆☆表示品
　4VOC基準適合

コンクリメントV 水性コンクリメント

商品コード 呼称 規格（ｍｌ） 形態 入数 定価小箱 梱
41123653 AR-108 500 アルミパック ー 12 1,300

ＵＭ６３０（床束用）
材 質 一液型ウレタン樹脂系

耐水・高強度タイプ

●高強度速乾タイプで作業性良好。
●床束（鋼製束・プラ束）の施工に
最適。

●ゴミの少ないアルミパックタイプ。
●弾性に富み、耐衝撃性・耐久性・
耐ハクリ性に優れる。

標準塗布量：３０～５０ｇ／束。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 カラー 容量 サイズ（ミリ） 入数 標準価格縦 横 高さ 小箱 梱
62314565 エラスコークNB ホワイト 330ml 50 50 320 10 30 800
62314569 エラスコークNB ホワイト 500g 56 56 260 10 30 850

エラスコークNB
材 質 水性アクリル系
カ ラ ー ホワイト

●可塑剤を含まないため、表面塗装
に、ブリードによるベタツキ・黒ずみ
が発生しません。

●水性のため使いやすく、火気の心配
や毒性がありません。
●押出性に優れ、表面の粗い建材によ
く接着します。
●ホルムアルデヒド等を含まない「健
康住宅対応品」です。

商品コード 呼称 カラー 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41146974 ウッドシール ナチュラル 500g チューブ 10 30 1,000
41146975 かべシール ホワイト 500g チューブ 10 30 1,000

ウッドシール・かべシール
材 質 アクリル樹脂系シール材

木質フロアー・壁面のすき間充填
水性
JAIA F☆☆☆☆表示品
●ウッドシール（11色）
色：ベニヤ、ナチュラル
 パステルグレー、ブラウン
 ダークブラウン
 ダークアンバー、ライトブラウン 他

●木製フロアーすき間充てんやフロー
リング材のキズ修復に適しています。

●かべシール（10色）　　
色：ホワイト、アイボリー
 オフホワイト、クリア
 ベージュ、とのこ 他

●屋内の各種取り合いのすき間補修
に適しています。ウッドシール かべシール

商品コード 呼称 容量 入数 標準価格梱
56607929 ＴＫ-床束 550ｍｌ 12 1,500

床束用接着剤
材 質 ウレタン樹脂

●健康住宅対応品。
●各種木質床材の接着に優れます。
●床鳴り防止効果にもなります。
●床束の接着に最適です。
●VOC基準適合 JAIA ☆☆☆☆
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商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価梱
41114238 G28 760ml ジャンボカートリッジ 12 1,630

根太用速乾 G28
材 質 合成ゴム系接着剤

●根太組付用　
　速乾タイプ　JIS A 5550
　F☆☆☆☆表示品
　4VOC基準適合

●速乾性、弾力性に富み、床鳴り防止
に効果あり。

根太・床用 ＰＭ２６Ｆ
材 質 変成シリコン系接着剤

●木質フロアー材と各種下地材の　
接着に使えます。

●床鳴り防止に適している弾性接着
剤です。

●耐衝撃性、耐剥離性に優れていま
す。

● JIS A 5550

商品コード 呼称 規格
（g）

サイズ（ミリ） 入数 定価径 高さ 小箱 梱
41114236 ＰＭ２６Ｆ 1100 φ66 413 12 12 1,700

標準塗布量：約18ｍ/カート

施工ワンポイント

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価梱
41115021 UM600V 1100g ジャンボカートリッジ 12 1,750
41114361 UM620 1kg アルミ袋 12 1,400

UM600V・UM620
材 質 ポリウレタン系接着剤

●UM600V
　JIS A 5550＋JIS A 5536　
　F☆☆☆☆表示品
●UM620
　JIS A 5536
　F☆☆☆☆表示品
　4VOC基準適合

●無溶剤型で安全。弾性に富み、耐衝
撃性、耐久性、耐ハクリ性に優れ、床
鳴り防止効果にも適しています。

UM600V UM620

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価梱
41146384 ネダ組付用 1kg ポリチューブ 12 1,430
41114613 EM346 1000g ジャンボカートリッジ 12 1,550

ネダ組付用・EM346
材 質 水性アクリル樹脂エマルジョン系接着剤

●根太組付用　
　住宅環境対策品
　JIS A 5550
　4VOC基準適合
　JAIA F☆☆☆☆表示品

●水性タイプの床板と根太用の接着
剤。弾力性に富み、床鳴り防止に効
果的です。石膏ボード・スレート板と
胴縁、モルタル下地の接着に適して
います。

ネダ組付用 ＥＭ346

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 容量
（kg）

入数 標準価格縦 横 高さ 小箱 梱
62346780 オースボンド根太用チューブ 茶 110 70 290 1 6 18 1,300

オースボンド根太用チューブ
材 質 水性・無溶剤
カ ラ ー 茶

●柔軟性に優れるため、床鳴り・きしみ
防止に効果があります。

●接着力に優れるため、構造体の強度
がアップします。

●水性のため使いやすく、火気の心配
や毒性がありません。
●ホルムアルデヒド等を含まない「健
康住宅対応品」です。

F☆☆☆☆表示品

商品コード 呼称 容量 入数 標準価格梱
56651983 TK-1000 600ml（950ｇ） 12 1,500

木質床用接着剤　TK-1000
材 質 ウレタン樹脂

●健康住宅対応品。
●各種木質床材の接着に優れます。
●床鳴り防止効果にもなります。

床暖房工事の際に、お勧めします。

施工ワンポイント
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商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41179123 SG-1 333ml カートリッジ 10 40 1,630
41179122 SG-1 135ml チューブ 5 20 1,350
41114617 SG-1L 1kg アルミ袋 － 12 2,350

SG-1（多用途内装用）
材 質 一液形特殊変性ポリマー弾性接着剤

住宅環境対策品
多用途内装用速乾タイプ
JIS A 5538　F☆☆☆☆表示品
4VOC基準適合

カートリッジ チューブ

ボードテープ３１０との併用で施工性ＵＰ
（セメダインＨＳ工法）

施工ワンポイント

ボードロックＳＦ（内装・各種建築ボード用）
材 質 一液型変成シリコーン系

速乾タイプ

●耐衝撃、耐震動、耐剥離性に優れ
た建築内装ボード用。

●ウレタンボード、ポリスチレンボード、
合板、けい酸カルシウム板などに。

●ボードロック310の速硬化タイプ。

商品コード 呼称 規格
（ｍｌ） 形態 サイズ（ミリ） 入数 定価高さ 径（φ）小箱 梱

41123654 RE-024 333 カートリッジ 320 50 10 40 1,130

商品コード 呼称 容量 入数 標準価格梱
56607928 ＴＫ-1800 ３２０ｍｌ 10 1,200

キッチンボード用接着剤　TK-1800
材 質 ウレタン樹脂

●キッチンパネル用。
●ボード用テープとの併用型。
● JAIA F ☆☆☆☆

ボードテープ併用を推奨

施工ワンポイント

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41143518 速乾GF 170ml チューブ 10 50 710
41146098 速乾GF 1kg 缶 1 12 1,610
41146106 速乾GF 3kg 缶 1 6 4,300
41117100 速乾GF 15kg 缶 － 1 17,100
41143719 速乾G クリア 170ml チューブ 10 50 790

速乾GF・速乾Gクリア
材 質 合成ゴム系溶剤形接着剤

建築内装　化粧合板・ボード類用
JIS A 5538　F☆☆☆☆表示品
（速乾Gクリア：透明タイプ
 JIS A 5549　F☆☆☆☆表示品）
4VOC基準適合

●各種内装仕上げ材と下地の接着に適した
速乾タイプ

速乾GF（1kg）
速
乾
G
ク
リ
ア

商品コード 呼称 規格 形態 入数 定価小箱 梱
41113955 ボードロック310 333ml カートリッジ 10 40 1,130
41113956 ボードロック310 クリーンパック 500ml クリーンパック － 20 1,130
41115077 ボードテープ310 1巻 袋入り 10 40 1,100

ボードロック310・ボードテープ310
材 質 一液型変成シリコーン系
カ ラ ー ホワイト

壁・天井ボード 各種ボードの接着
接着剤＋両面テープ併用工法
（HS工法）
住宅環境対策品
●ボードロック310　
　JIS A 5538　F☆☆☆☆表示品
　4VOC基準適合
　ポリエチレン発泡体テープ　　　
●ボードテープ310
（1.1mm×20mm×10mm）

ボードロック
310

ボードテープ310

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41143724 木工用605 750g ボトル 10 20 740
41143550 木工用605 1kg ポリ缶 － 12 790
41114612 木工用605 1kg スタンドパック 12 12 620
41146099 木工用605 3kg ポリ缶 － 6 1,820
41143607 木工用605 3kg詰替 袋 － 6 1,610

木工用605
材 質 水性酢酸ビニル樹脂エマルジョン（水系）

JIS K6804
内装・木工事用。住宅環境対策品
JIS F ☆☆☆☆ 表示品
4VOC基準適合
標準塗布量は250～350g/m2（9～12m2/3kg）
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商品コード 呼称 規格 形態 サイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 高さ 径（φ） 小箱 梱
41146466 CA-235 500g ポリ容器 230 65 10 20 700
41114274 AE-286 750g ポリ容器 330 70 10 20 910
41143730 AE-284 1kg ポリ容器 135 110 ― 12 1,130
41143737 AE-285 3kg ポリ容器 200 146 1 6 2,670
41123711 AE-332 1kg スタンドパック 280 170 70 ― 12 870

材 質 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン
速乾タイプ

木工用速乾 

●木工用６０５の速乾タイプ。
●接着スピードは約２倍（当社比）。
●木材をはじめ紙・布・皮革などの接
着に。手芸用途にもおすすめ。

２℃以下の環境での保管・使用は
水分の凍結の恐れがありますので
ご注意下さい。

施工ワンポイント

AE-284 AE-332

AE-286

AE-285

CA-235

商品コード 呼称 カラー 入数 定価小箱 梱
41178281 HJ-007 アイボリー 6 60 900
41178282 HJ-008 ベージュ 6 60 900
41146996 HJ-111 ホワイト 6 60 900

材 質 水性アクリル系

穴うめパテ

HJ-007 HJ-008

HJ-111

●特殊ガラスバルーン材配合の水性パテ。
●肉やせがほとんどありません。
●硬化後は塗装やサンディングができ
ます。（全３色）
●コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁な
どの凹み、ジョイント部のヒビ割れな
どの補修に適しています。
●屋外使用で硬化後は、塗装やサンデ
ィングができます。
●規格200ｇ
●ポリ容器サイズ：φ72×H90

屋内外問わずご使用いただけます
が、乾燥するまでは雨など水にあた
らないようにして下さい。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 容量 入数 標準価格小箱 梱
01949223 E02 ｺﾝｸﾘｰﾄ用接着補修ねんど 500g 4 20 2,200 
01949224 E03 U字溝・排水管接着補修ねんど 500g 4 20 2,200 

材 質 エポキシ樹脂系接着剤

コンクリート用/Ｕ字溝・排水管接着補修ねんど

●コンクリートの欠け割れ、ひび割れ
補修、充てんに。

●U字溝のすきま埋め、金属排水管
の補修に。

●金属排水管、レンガ、タイル、木材の
補修に。

●水中やぬれた面でもしっかり接着可
能です！

●ねんど状で混ぜやすく、作業が簡単です！
●たっぷり使える500gセット！・ねんど状なのでA剤、B剤の等量取り

分けがカンタンにできます。
・A剤（黒色）、B剤（白色）で、練り合わ
せ時に色が均一になるのがわかりやす
く混合不良がおきにくい。
・手袋に水をつけることでベタつかず作
業ができ、水でぬらした手袋で表面をな
らすとキレイに仕上がります。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 容量 入数 定価小箱 梱
01937158 A03 速乾アクリアスティック 20g 10 100 290 
01915069 A01 速乾アクリア 60g 20 120 250 
01915070 A02 速乾アクリア 200g 12 72 540
01969145 A07 速乾アクリア 500g 6 36 1,100

材 質 エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤

速乾アクリア

●木・皮・布・紙・発泡スチロールの接着に！
●速乾タイプで、数分で接着します。
●従来の木工ボンドに比べて接着皮膜の柔軟性に優れ、
　布や皮などの風合いを損いません。
●硬化後は透明になり仕上がりがきれいです。
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商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 容量 入数 標準価格縦 横 高さ 梱
72434561 Sista M5250クリーム 66 66 245 500g 12 3,400

発泡ウレタン M5250
●充てんタイプ
●住宅施工時のあらゆる隙間充填
●断熱・結露防止
●断熱ボードの接着剤として
● JAIA:F ☆☆☆☆取得

発泡量:約16ℓ

施工ワンポイント

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価梱
41109571 ハイスパンフォームフィル SE-037 400ml 缶 12 2,600

ハイスパンフォームフィル
材 質 ウレタン系発泡充填材

●吐出量の2倍に発泡し1本で13ℓの
容積になる発泡充てん材。

●サッシ回りや、壁面断熱用に。

発泡ウレタン M5230
●吹き付け・充てん両用タイプ
●住宅施工時のあらゆる隙間充填
●断熱・結露防止
●断熱材としての吹き付け
● JAIA:F ☆☆☆☆取得

発泡量:約15ℓ
発泡面積:1～1.5㎡（10mm厚）

施工ワンポイント

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 容量 入数 標準価格縦 横 高さ 梱
72434562 Sista M5230 クリーム 66 60 245 450g 12 3,700

逆さ向きで使用し、一度吐出されましたら
ノズル内で硬化しますので出来るだけ早く
ご使用下さい。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 規格
（ｍｌ） 形態 サイズ（ミリ） 入数 定価高さ 径（φ） 小箱 梱

41109562 SE-118 400 エアゾール缶 238 65 － 12 1,700

ハイスパンフォーム ４００（断熱用）
材 質 一液形発泡ウレタン

充填タイプ

●エアゾール式一液形発泡ウレタン
の充填タイプ。約２倍に発泡します。

●配管部のすき間充填、断熱、結露
防止に最適です。

●サッシ回り、開口部の断熱用に。

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 容量 入数 標準価格縦 横 高さ 梱
72434567 Sista M5270　SUM-527 クリーム 75 75 257 750ml 12 4,400 
72434569 Sista M5290　SUM-529 グリーン 70 70 280 650ml 12 4,400 
72434572 Sista W927　 SGW-927 － 54 345 158 － 12 32,000 
72434571 Sista P8970　 SCP-897 － 66 66 240 500ml 12 4,000 

ウレタンフォーム(ガンシステム)

●ガンタイプの発泡ウレタンと専用ガン
●窓枠のすき間を埋めて、結露防止や配
管工事のシーリング剤代わりに使用で
きます。
●ポリスチレンボードのすき間埋め、接
着も可能です。

充てん、吹き付け面に霧吹きで若
干の水分を与える反応(硬化)が
速まり、比較的きれいなウレタン層
ができます。

施工ワンポイント

呼称 特長

M5270ガンシステム専用・一液型・充てん・断熱
M-5270P ガンシステム/ストロー両用タイプ・一液型・充てん・断熱
M5290 ガンシステム専用・一液型・オールシーズンタイプ
 W927 M5270・M5290専用のガン
P8970 専用ガンW927の洗浄・メンテナンス
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