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商品コード 呼称 容量
（g） 包装仕様 入数 参考売価梱

40135978 8078　透明 20 パック 20 800 
40135977 8079　透明 150 箱 10 2,100 

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途 透明
材 質 変性シリコーン樹脂

●空気中の湿気と化学反応して固まり、反応後も
弾性が残ります。

●つきにくいプラスチックにもよくつく無溶剤系接
着剤です。

●目立たない透明タイプです。

数時間で実用強度に達し、約１日で固まり
ます。

施工ワンポイント

スーパーＸハイパーワイド

●つける用途が更に広がった。
●今まで接着できなかったポリプロピレン・ポリエ
チレンの素材にも接着できる。

●屋内外に使用でき、熱や水にも強い。

添付のヘラを使用し接着する両面に薄く均一に塗布します。すぐ張り合わさず、そのまま5～10分程度（温度23℃/湿度50%
の場合）放置し、貼り合わせ強く圧着します.必要に応じテープなどで仮止めします.1時間程で動かなくなってきますが、24時間
は動かさず静置してください.強さが必要な場合は3日間程度静置しますと最強強度に達します.（温度23度/湿度50%の場合）

施工ワンポイント

材 質 特殊変成シリコンポリマー
カ ラ ー クリア

商品コード 呼称 容量
（ml） 形態 入数 定価梱 小箱

41150517 AX-176 20 ブリスターパック 100 10 650 
41150518 AX-177 120 箱入 50 10 1,800 

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41105383 AX-023 10ｍｌ ブリスターパック 10 100 400
41144929 AX-014 20ｍｌ ブリスターパック 10 100 600
41158701 AX-015 135ｍｌ 箱 5 30 1,700

スーパーＸゴールド クリア
材 質 アクリル変成シリコーン系
カ ラ ー クリア

●超多用途接着剤『スーパーＸ』の超速
硬化・超透明タイプ。

●熱・水・ショックに強い。無溶剤で安心。

塗布後１分程度放置し、貼り合せると
約２～３分で動かなくなります。

施工ワンポイント

AX-015AX-014AX-023

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41178457 スーパーX AX-039 135ml 箱 5 20 1,600
41144743 スーパーX AX-022 20ml ○P ブリスターパック 5 100 500

スーパーX
材 質 シリル基含有特殊ポリマー
カ ラ ー クリア・ホワイト・ブラック

●幅広い材質（軟らかいもの・硬いもの）の接着に
便利な多用途タイプ。

●屋外にも使える耐久性。

※商品コードはホワイトです。

超強力接着剤 プレミアゴールドスーパー多用途 ブラック

●空気中の湿気と化学反応して固まり、反応後も
弾性が残ります。

●つきにくいプラスチックにもよくつく無溶剤系接
着剤です。

数時間で実用強度に達し約1日で固まります。

施工ワンポイント

材 質 変成シリコーン樹脂

商品コード 呼称 容量
（g） 包装仕様 入数 定価梱

40127253 8006 ブラック 20 パック 20 800
40127254 8007 ブラック 150 箱 10 2,100

商品コード 呼称 容量
（g） 包装仕様 入数 定価梱

40119718 8002 ホワイト 20 パック 20 800
40119719 8003 ホワイト 150 箱 10 2,100

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途 ホワイト
材 質 変成シリコーン樹脂

●空気中の湿気と化学反応して固まり、反応後も
弾性が残ります。

●つきにくいプラスチックにもよくつく無溶剤系接
着剤です。

数時間で実用強度に達し約1日で固まり
ます。

施工ワンポイント



831

シーリング材

内装用接着剤

換気
フィルター

両面テープ・
すき間シール

梱包用
テープ 

ビニール
テープ 

養生用
テープ 

養生材

家庭用補修材・
セメント

つや出し・
スプレーのり

潤滑剤

瞬間接着剤・
一般用接着剤

コーキング
ガン

外装用接着剤

接
着
・
補
修
材

K 接着補修材

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量
（g）

入数 定価横 縦 小箱 梱
01944753 711 80 160 20 8 40 1,400

711（金属・ゴム・硬質プラスチック用）
成 分 シアノアクリレート

●金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間
接着。

●20g徳用サイズ、保管パック入り。
●瞬間接着剤。

※サイズはパッケージサイズ

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量
（g）

入数 定価横 縦 小箱 梱
01978401 712 80 160 20 8 40 1,400

712（木工用）
成 分 シアノアクリレート

●各種木材同士の接着や、木材と金
属・ゴム・硬質プラスチックとの接着
に。
●20g徳用サイズ、保管パック入り。
●瞬間接着剤。

※サイズはパッケージサイズ

CA-154CA-155CA-059 CA-156CA-060

３０００シリーズ（瞬間接着剤）
材 質 α‐シアノアクリレート系

●スピード接着が可能です。
●特殊容器の採用で適量塗布ができ、
開封にはピンや針は不要。

●ヘビーユーザー向けには２０ｇもあ
ります。
●低粘度のサラサラタイプから高粘
度のゼリー状まで用途に合わせて
お選び下さい。

手に付いた場合はお湯の中で揉
むようにすると取れやすくなります

施工ワンポイント

商品コード 呼称 用途 規格
（g） 形態 入数 定価小箱 梱

41114162 CA-061 多用途 20 パック 10 100 1,000
41114163 CA-063 金属用 20 パック 10 100 1,000
41122294 CA-062 ハイスピード 20 パック 10 100 1,000
41144803 CA-281 ゼリー状速硬化 20 ブリスターパック 10 100 900

商品コード 呼称 用途 規格
（g） 形態 入数 定価小箱 梱

41114160 CA-059 一般用 3 ブリスターパック 10 100 440
41105413 CA-060 金属用 3 ブリスターパック 10 100 440
41144734 CA-156 多用途 3 ブリスターパック 10 100 440
41144735 CA-155 ハイスピード 3 ブリスターパック 10 100 440
41144736 CA-154 ゼリー状速硬化 3 ブリスターパック 10 100 440

CA-281CA-061 CA-062CA-063

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量
（g）

入数 定価横 縦 高さ 小箱 梱
01913783 714 45 160 20 20 8 40 1,400

714（スピードジェル）
成 分 シアノアクリレート

●タレない、しみ込まないゼリー状の
瞬間接着剤。

●従来のジェルより硬化スピードを早
くしました。
●瞬間接着剤。

※サイズはパッケージサイズ

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量
（g）

入数 定価横 縦 小箱 梱
01913782 713 80 160 20 8 40 1,400

713（多用途）
成 分 シアノアクリレート

●硬質プラスチック・ゴム・金属・木材・
陶磁器などの多種類の材質を多用
途にわたり接着。

●20g徳用サイズ、保管パック入り。
●瞬間接着剤。

※サイズはパッケージサイズ
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商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量（g） 入数 定価縦 横 小箱 梱
01914609 731 160 80 20 8 40 1,600 

７３１ 高強度・耐衝撃
材 質 シアノアクリレート

●衝撃のかかる場所への接着
●各種金属同士の接着
●衝撃強度は弊社従来品の10倍

金属を接着する際には、接着面を
研磨するとより強度が上がります。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量
（g）

入数 定価横 縦 高さ 小箱 梱
01978403 721 45 160 20 20 8 40 1,700

721（ジェル20g＋硬化促進剤17ml）
成 分 シアノアクリレート

●ゼリー状瞬間接着剤と硬化スピー
ドを早めたり、ジェル自身を固める
ことのできる硬化促進スプレーの
セット。

●瞬間接着剤。

※サイズはパッケージサイズ

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

41146461 HJ-112 150 ブリスターパック205 125 40 6 60 980

耐火パテ
材 質 無機系
カ ラ ー グレー

●耐熱温度１１００℃と極めて優れた
耐熱性を有します。

●煙突・焼却炉・湯沸器等の壁面の
すき間充填や穴・ひび割れの補修
などに。

硬化後は燃えないので、直接火のあたる
箇所でもＯＫ！

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量
（ml）

入数 定価小箱 梱
01978731 515 φ40×145（高さ） 100 10 50 1,280

515 スプレープライマー
●瞬間接着剤の硬化を早めるスプ
レータイプのプライマーです。
●ゼリー状や高・中粘度の瞬間接着剤
との併用で、充填・盛り上げ接着が
可能です。

※サイズはパッケージサイズ

エポキシパテ

コンクリ用
HC-147

金属用
HC-116

材 質 エポキシ樹脂
形 態 ブリスターパック

●パテ状なので、肉盛り成型が簡単
に出来ます。
●各種補修用にお使い戴けます。

水中用
HC-119

プラ用
HC-117

木部用
HC-118

商品コード 呼称 品番 容量 入数 定価小箱 梱
41146453 エポキシパテ  水中用 HC-119 P 60g 5 120 780
41113897 エポキシパテ  コンクリ用 HC-147 P 60g 5 120 780
41146450 エポキシパテ  木部用 HC-118 P 30g 5 120 780
41146451 エポキシパテ  プラ用 HC-117 P 45g 5 120 780
41146452 エポキシパテ  金属用 HC-116 P 60g 5 120 780

商品コード 呼称 カラー 容量
（g）

入数 標準価格小箱 梱
53779015 クイックスチール　ホワイト ホワイト 55 12 48 2,800
53778730 クイックスチール　グレー グレー 55 12 48 2,800

クイックスチール（接着革命）
材 質 エポキシ系樹脂硬化剤
カ ラ ー ホワイト／グレー

●金属、陶器、タイル、木材など硬質材の補修・
成形・接着に驚異の接着力を発揮します。

●こねるだけでOK!

ホワイト グレー
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商品コード 呼称 カラー 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41114450 バスコークNP 6色 P 50ml チューブ（ブリスター） 10 120 800
41114451 バスコークN 2色 P 100ml チューブ（ブリスター） 10 80 1,300

バスコークN
材 質 高性能シリコン

　※商品コードはホワイトです。

●浴室用充填材。
●においが少なく、新素材への密着性
をアップさせた高性能タイプ。
●色：（6色）白・透明・ アイボリー・アル
ミ・黒・灰、（2色）白・透明

商品コード 呼称 カラー 容量 入数 標準価格小箱 梱
27836312 ニューメジマーカーⅡ（NM-02） 白 35ml 10 120 1,700

ニューメジマーカーⅡ
成 分 チタンホワイト・

アクリル樹脂・酢酸ビニル

カ ラ ー 白

●水性・ペイントタイプ。
●浴室、トイレ、キッチン等のタイル目
地に塗るだけで、すっきりキレイに
よみがえります！
●水彩絵具でお好みの色にも調色で
きます。
●黒メジや濃い色のメジを塗りかえる
ことは出来ません。

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41143542 ハイクイック P 50gセットチューブ（ブリスター） 5 120 800
41114685 ハイクイック 500gセット チューブ（箱） 6 24 2,400

ハイクイック
材 質 高粘度エポキシ系接着剤

（5分硬化型）
●すきまのある凹凸面へのタイルの接
着や石材の割れ補修

500gセット(CA-290)はJAIA
F☆☆☆☆表示品

商品コード 呼称 容量 形態 入数 定価小箱 梱
41169175 木工パテA タモ白 P 50ml ブリスターP 10 60 430
41114445 木工パテA ラワン P 50ml ブリスターP 10 60 430
41114371 木工パテA タモ白 50ml 箱 10 60 430
41136343 木工パテA ラワン 50ml 箱 10 60 430
41115063 木工パテA タモ白 120ml 箱 10 60 620
41115064 木工パテA ラワン 120ml 箱 10 60 620
41169176 木工パテA タモ白 業務用 1kg 缶 6 12 1,170
41115116 木工パテA ラワン 業務用 1kg 缶 6 12 1,170

木工パテA
材 質 水性パテ

●溶剤臭が気にならない水性木部補
修用パテ　
JAIA  F☆☆☆☆表示品

●木材の穴うめや、下地調整、ひび割
れ防止に。

●硬化後は、サンディング・切削加工・
塗装が可能です。

50ml 1kg

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格先端幅 長さ 小箱 梱
62378143 Ｗ－２０　バラ 20 162 20 100 470
62378144 Ｗ－２５　バラ 25 162 20 100 500
62378145 Ｗ－３０　バラ　 30 162 20 100 540
62378174 Ｗ－２０　パック 20 162 10 50 500
62378175 Ｗ－２５　パック 25 162 10 50 540
62378176 Ｗ－３０　パック 30 162 10 50 570
62348396 Dワイド　パック 145 125 ─ 20 940

材 質 発泡ポリエチレン

仕上げ名人(コーキングならし用へら）

●柔軟性に優れ、滑らかに仕上る。
●握りやすく押えやすい。
●カッターで再生、加工出来る。
●実用新案№3030211号

ならしは１回で行なって下さい。何
回もならすと硬化で汚くなります。

施工ワンポイント
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