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商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 厚 小箱 梱
27870750 16色セット【A-30】 100 210 18 10 100 5,280
27870751 ディスプレイセット【AB-00】 82 270 136 6 57,000
278━━━ 単色12本入【A-01～20】 133 80 12 12 330
278━━━ 単色BP入【AB-01～22】 150 45 12 6 370
27870749 ミニ10色セット【AB-30】 150 140 20 6 120 2,200
27871517 ヘラ付ミニ4色セット【AB-31】150 140 15 10 120 940

かくれん棒

成 分
パラフィンワックス／流動パラフィン
牛脂硬化油／合成酸化鉄
カーボンブラック／酸化チタン

カ ラ ー 全20色＋保護液2種

●手軽に補修できるソフトタイプ。
●フローリング等にできた切りキズ、狭いキ
ズが簡単に補修できます。
●かくれん棒同士の調色もできます。

商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 厚 小箱 梱
27814335 フローリング補修セット【AH-31】調色プレート付 150 220 38 6 4,710
27814028 ミニ4色セット【AH-30】 150 140 13 10 120 1,100
27814027 電熱補修コテ【AH-25】 150 170 38 6 2,200
278━━━ 単色BP【AH-01～23】 150 45 12 6 440
27814024 耐熱保護ジェル【AH-21】 150 60 31 6 440
27814025 つや消用ウール【AH-22】 150 45 17 6 310
27814026 木目書きペン【AH-24】 150 45 10 6 440

かくれん棒プロ
成 分 植物性ワックス／酸化チタン

合成酸化鉄／カーボン

カ ラ ー 全10色

●専用の電熱コテで補修するスーパーハード
タイプ。

●硬化が早く、さらっとしていて調色が簡単な
ので大工さん等のプロも愛用のシリーズ。

●床暖房OK!

商品コード 呼称 容量 入数 定価小箱 梱
27871466 クロスのはがれ補修セット【CR-01】30ml 10 120 1,100

クロスのはがれ補修セット
成 分 酢酸ビニルエマルジョン

無機充填剤

カ ラ ー クロス専用のり：白

●クロスや壁紙のはがれを補修する
特殊な専用のりなので、密着度が高
く、仕上がり部分がテカらず、変色も
せずキレイに補修できます。

商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 厚 小箱 梱
27870869 ヘラ付4色セット【FB-30】 150 140 15 6 120 1,650
278━━━ 単色BP【FB-01～20】 150 45 12 6 420

かくれん棒 フローリング用

成 分
石灰系ワックス／石油系ワックス
酸化チタン／カーボンブラック

合成酸化鉄

カ ラ ー 全20色

●ドライヤーを使って補修するハードタイプ。
●フローリング等にできたへこみキズ、広いキ
ズが簡単に補修できます。
●フローリング用同士の調色もできます。
●床暖房OK!

商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 厚 小箱 梱
27871052 ミニ10色セット【MB-30】 150 140 15 6 120 2,200
278━━━ 単色BP入【MB-01～20】 170 45 12 6 420

住まいのマニキュア
成 分 アルコール／染料

合成樹脂

カ ラ ー 全20色

●塗るだけで補修できる簡単な筆ペ
ンタイプ。
●フローリング等にできたすりキズ、小
キズ、色あせが簡単に補修できます。

●床暖房OK!

商品コード 呼称 カラー パッケージサイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 厚 小箱 梱
27879141 ねんどパテ【AP-01】ダークオーク 180 80 20 10 120 730
27879157 ねんどパテ【AP-02】ライトオーク 180 80 20 10 120 730
27879158 ねんどパテ【AP-05】ミディアムブラウンオーク 180 80 20 10 120 730
27879159 ねんどパテ【AP-10】 ブラウン 180 80 20 10 120 730

かくれん棒ねんどパテ
成 分 エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
カ ラ ー ミディアムブラウン、他全4色

●5分硬化・エポキシタイプ。
●階段、柱の角、巾木の角、上がりカマ
チ、フローリング等の凹み、穴、欠け、
割れ目等の補修が簡単にできます。
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材 質 粘着材
（ドット状のりシール）

クロス専用のりパッチ

●強力につきます。
●基材がない粘着材だけの30ミクロ
ン極薄シールがドット状の糊となっ
て、すぐにつき綺麗に仕上がります。

『のりパッチ』の透明シー
ルをはがし、クロスの下
に差し込む。

1

『のりパッチ』とクロスを密
着。

2

クロスを『のりパッチ』から
はがす。

3

商品コード 呼称 サイズ（ミクロン） 入数 標準価格シール厚み 小箱 梱
27815181 クロス専用のりパッチ NP-01 30 10 120 1,050

商品コード 呼称 容量 消しゴム
重量

入数 定価小箱 梱
27814129 クロスの補修便利セット CH-02 各10cc 19g 10 120 2,200

セット内容

クロスの穴うめ材スーパー（ホワイ
ト）×1、クロスのすきまシール（ホワイ
ト）×1、クロスの落書きかくし×1、ク
ロス用のり×1、クロス消しゴム×1

クロスの補修便利セット
●ピン穴にはクロスの穴うめ材スーパー、す
きまにはクロスのすきまシール、はがれに
はクロス専用のり、汚れにはクロス消しゴム、
落書きにはクロスの落書きと気になるクロ
スのトラブルを解決する便利なセット。

用途によって使い分けることがポイント！

施工ワンポイント

商品コード 呼称 容量 入数 定価小箱 梱
27814126 クロスの洗剤 ヤニ・手アカ用 CC-01 200ml 24 72 1,210

クロスの洗剤

●水性・油性の汚れも素早く分解しま
す（クロス等へしみこんだ汚れはお
とせません）。
●環境にも手肌にもやさしい植物抽出
物。

●ふきとり簡単！

植物油脂の抽出物から作られた洗
剤で、汚れの中の油脂を素早く分
解、汚れを落とします。

施工ワンポイント

成 分 植物抽出物
（ヤシ油、松葉油）2%

商品コード 呼称 重量 入数 定価小箱 梱
27814125 クロス消しゴム CK-01 36g 10 120 990

クロス消しゴム

●メラミン材と汚れ落としの特殊成分
のＷ効果で汚れを落とす、クロス専
用の消しゴムです。（研磨剤を含み
ません）
●水気を使わないドライクリーン法で
水性や油性を問わず、汚れをシミの
ように広げないで消しゴムで包みこ
んで、きれいに落とせます。ボール
ペン、油性マーカー等の汚れは落と
しきれません。
●クロスにやさしく柔らかくてちぎれ
にくい新タイプの消しゴムなのでク
ロスが破れにくくなっています。
●いやな臭いを出さず、不快感なく汚
れを消せます。

汚れをその場でさっと消しとれるので道具
箱の中に1つ入れておくと便利です。

施工ワンポイント

成 分 メラミン、塩化ビニール、
フェニルグリコール

商品コード 呼称 重量 入数 定価小箱 梱
27879090 住まいの汚れ落とし消しゴム・ホワイト＆ブルー EB-02 44g 10 120 880

住まいの汚れ落とし消しゴム　ホワイト＆ブルー

●汚れを落とす剥離剤と研磨剤が入っ
ているブルー部分と研磨剤が入って
いないホワイト部分がドッキングした
汚れ落とし専用の消しゴムです。
●水気を使わないドライクリーン法で
すから、汚れがしみのように広がる
ことがありません。
●いやな臭いを出さず、不快感なく汚
れを落とせます。
●ワイヤーブラシやサンドペーパーの
使用後ように下地を傷めにくい消し
ゴムです。

研磨材入りと研磨材無しを上手に
使うことで、いろいろな汚れに使用
できます。（しみこんでいる汚れは落
とせません）

施工ワンポイント

成 分 塩化ビニール、剥離剤、
可塑剤、研磨材

商品コード 呼称 サイズ（ミクロン） 入数 標準価格シール厚み 小箱
27815183 ニャンパッチ 小（NY-01） 15 10 680
27815185 ニャンパッチ 大（A4サイズ） NY-02 15 10 1,750

材 質　 　 インク：ポリエステル、酸化チタン
粘着材：合成ゴム

クロス補修転写シール  ニャンパッチ

●猫のカリカリ傷を見事に隠します。
●猫のツメとぎは、時には壁紙・クロ
スに被害を及ぼします。
●傷あとにペタッと貼るだけで、壁紙・
クロスは元通りに。

『ニャンパッチ』を
あてて、

1

こすって転写

2
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商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 標準価格縦 横 高さ 小箱 梱
27834451 クロスの型どりキット CD-1 200 100 43 10 120 1,450

クロスの型どりキット

成 分

型どり材：熱変色材、オレ
フィン樹脂
壁紙の素：アクリル樹脂、合成
糊、パルプ、防腐防カビ材他

●お湯に浸すと柔らかくなってクロス
の型がとれる樹脂と質感がクロスと
そっくりな壁紙の素で凸凹のあるク
ロスをリアルに再現できる。

型どり材はお湯に浸ける事で何度
でも使用できます！

施工ワンポイント

キレイな部分で凸凹型を取る

商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 標準価格縦 横 高さ 小箱
27834454 電池式・電熱補修コテ A-31 150 170 28 6 4,000

電池式・電熱補修コテ
成 分 ポリカーボネート、熱可塑

性エラストマー、ステンレス

●スイッチON20秒ですぐ使える便利
な電池式の補修コテです。

●アルカリ電池3本で連続使用約60
分。

●コードレスで電源に困らない。

かくれん棒シリーズすべてに使用できま
す。

施工ワンポイント

【かくれん棒フローリング用】をコテ先で溶かし
ながら、キズ部分に盛り上がるように流し込み
ます。

周囲に残った【かくれん棒フローリング用】は
硬化後に、ヘラや定規などですきとります。

周りに付いた【かくれん棒フローリング用】をキ
レイに拭き取れば、出来上がりです。

【かくれん棒フローリング用】の上手な補修法

商品コード 呼称 容量 入数 標準価格小箱 梱
27834452 クロス壁のヒビふさぎ CF-01 80ml 10 120 1,450

クロス壁のヒビふさぎ

成 分
アクリルエマルジョン樹
脂、無機質充填材、着色
顔料、添加剤、水

●クロス壁にできた亀裂やヒビに塗り
込んでヒビを目立たなくさせます。
乾燥後は硬く固まり、仕上がりはキ
レイなツヤ消しです。

対候性、耐水性、耐久性抜群で
石膏ボードにもしっかりなじみます。

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
27834453 コンクリートのヒビふさぎ CF-02 80ml 10 120 1,450

コンクリートのヒビふさぎ

成 分
アクリルエマルジョン樹
脂、無機質充填材、着色
顔料、添加剤、水

●コンクリートにできたヒビに塗り込
んでヒビを目立たなくさせます。乾
燥後は硬く固まり、耐水性に優れ、
浸水を防ぎます。

対候性、耐水性、耐久性抜群でコ
ンクリートにもしっかりなじむ。

施工ワンポイント

メジのヒビふさぎ
成 分 アクリル共重合樹脂、酸

化チタン、増粘剤、水

●メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練
り状タイプです。
●耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。
●仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色す
ることもできます。
●防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立
ちます。

●タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マ
スキングを必要としません。

●施工後のヒビ割れ、はがれもありません。
●乾燥が早く、作業性に優れています。（表面乾
燥：30分、完全乾燥：24時間/20℃）

●においも少なく、安心して使用できます。

タイルメジの欠けには、パテ状のメジスティックを！
汚れを塗って白くかくすには、液状のニューメジマーカー2を！
ヒビをうめてコーキングするには、練り状のメジのヒビふさぎを！

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
27836314 メジのヒビふさぎ MF-01 80ml 10 120 1,260
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商品コード 呼称 容量 入数 定価小箱 梱
27871219 消える墨汁・ラインオフ【LO-00】 50cc 12 120 1,100

消える墨汁・ラインオフ
成 分 染料・膠料・

水・グリコール

カ ラ ー 赤紫

●自然に消える！
●空気や湿気、水で消える墨汁！
●木材（柱材・板材）石膏ボード・コ
ンクリート・石材等の墨打作業にと
ても便利！

商品コード 呼称 パッケージサイズ（ミリ） 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
27814374 BK-01万能かるこ 120 80 19 10 120 770

万能かるこ
材 質 ポリプロピレン
成 分 粘着部：ブチルゴム

●いろんな所にくっつく、貼ってはが
せるかるこ！

●木、鉄、プラスチック、ガラス、石材、
コンクリート、ブロック等に使用でき
ます。

メジスティック
成 分 アクリルエマルジョン樹脂、

充填剤、着色顔料、水

●すぐに使えるパテ状で、手を汚さないス
ティックタイプです。
●施工後のひび割れ、はがれがありません。
●耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしま
せん。

●仕上がりはツヤ消しの白色（セメント調）
で硬くなり、着色できます。

●防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に
役立ちます。

●必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単
です。

●乾燥が早く、作業性に優れています（表面乾
燥：約6時間、完全乾燥：約24時間／20℃）

タイルメジの欠けには、パテ状のメジスティックを！
汚れを塗って白くかくすには、液状のニューメジマーカー2を！
ヒビをうめてコーキングするには、練り状のメジのヒビふさぎを！

施工ワンポイント

商品コード 呼称 重量 入数 標準価格小箱 梱
27813781 MS-01 メジスティック 35g 10 120 950 

商品コード 呼称 容量 入数 標準価格小箱
27810981 NG-01 ねじパテ 石膏ボード壁用 10cc 10 770

ねじパテ・石膏ボードの壁用

成 分
炭酸カルシウム、

酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、
合成のり、防腐防カビ材、顔料、水

●下地のない壁（石膏ボード）にねじより2mm
程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用す
ることができます。（4kg以下）
●使用するねじより2～3mm大きい穴に使用し
た場合（石膏ボードの厚み：12.5mm）目安
荷重は4kgf（最大引抜強度20kgf）です。 
（試験所での検査データ）
●施工乾燥後（20℃：24時間以降）は着色（ポ
スターカラー等）や研磨、切削することができ
ます。

きっちり穴にパテをうめないと強度が得られません。屋内
の壁面専用です。（水のかかるところには使用できません）

施工ワンポイント

商品コード 呼称 パテの長さパテの重量 入数 標準価格小箱 梱
27804463 EP-G1 木部用 9cm 73g 10 120 1,100 
27804464 EP-G2 コンクリート用 9cm 90g 10 120 1,100 
27804465 EP-G3 金属用 9cm 96g 10 120 1,100 
27804466 EP-G4 水まわり用 9cm 84g 10 120 1,100 

エポパッチシリーズ
成 分 エポキシ樹脂（50％）、硬化剤、顔料

●切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
●作業がしやすい硬化時間（接着・成形可能時間）
●透明シートとグラスファイバーネットを併用する
ことでパテが広げやすく、大きな穴（6cmまで）
やヒビ割れ等も簡単にふさぐことができます。

●金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、
硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着し
ます。
●金属用耐熱（359℃）、耐水、耐薬品性に優れて
います。

従来のエポキシパテではやりにくかった【大
きな穴をふさぐ】補修が、透明シートとグラス
ファイバーを併用することで簡単にできます。

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
27810982 NG-02 ねじパテ 木部用 10cc 10 770

ねじパテ・木部用

成 分
炭酸カルシウム、

酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、
合成のり、防腐防カビ材、顔料、水

●ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、
ねじを使用することができます。（16kg以下）

●使用するねじより2～3mm大きい穴に使用し
た場合、目安荷重は16kgf（最大引抜強度
80kgf）です。（試験所での検査データ）

●施工乾燥後（20℃：24時間以降）は着色（ポ
スターカラー等）や研磨、切削することができ
ます。

きっちり穴にパテをうめないと強度が得られません。屋内
の壁面専用です。（水のかかるところには使用できません）

施工ワンポイント
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両面テープはがし

DWH-701 DWH-220

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
72415015 DWH-701 35 85 170 70ml 10 50 750
72407127 DWH-220 52 52 170 220ml 10 40 1,100

●両面テープに浸透しはがす。
●スポットノズルで的確噴射。
●専用ヘラ付き。
●エアゾル缶。

下地を傷める可能性があります。
高価格品には使用不可。

施工ワンポイント

強力粘着剤はがし
●強力タイプのはがし剤。
●タレにくく、飛び散らない。
●専用ヘラ付き。
●エアゾル缶。

下地を傷める可能性があります。
高価格品には使用不可。

施工ワンポイント

DKH-601 DKH-220

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
72414072 DKH-601 35 85 170 60ml 10 50 750
72414050 DKH-220 52 52 170 220ml 10 40 1,100

シールはがし

DSH-501 DSH-220

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
72478161 DSH-501 35 85 170 50ml 10 50 650
72414051 DSH-220 52 52 170 220ml 10 40 1,100

●すばやく浸透し、はがし易くする。
●下地を痛めにくい。
●専用ヘラ付き。
●エアゾル缶。

皮革･車･バイク･骨董品･高級家
具等の高価格品には使用不可

施工ワンポイント

強力接着剤落とし
●塗布しやすいペーストタイプ。
●塗装の剥離剤にも使用できる。
●はがすのに適した専用ヘラ付。
●落とせる物：ゴム系・アクリル系・
木工用・ウレタン系・エポキシ系・
瞬間接着剤、粘着剤残り、塗装。

皮革、車、バイク、骨董品、高級家具な
どの高価格品には使用できません。プラ
スチック・塗装を傷める場合があります。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
72407128 DSO-301 28 85 170 30ml 10 50 650 

らくがき消し
●硬い表面のマジック・クレヨンなど
油性、水性どちらのらくがきにも使
える。 

●スプレー式で広い範囲でも使える。

皮革、車、バイク、骨董品、高級家具
などの高価格品には使用できません。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
72415057 DRK-501 35 85 170 50ml 10 50 650 

はけ塗りシールはがし・粘着剤はがし

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 容量 入数 定価縦 横 高さ 小箱 梱
72403619 ハケ塗りシールはがし DSH-20H 68 68 115 200ml 20 40 1,200 
72403617 ハケ塗り粘着はがし DNH-20H 68 68 115 200ml 20 40 1,500 

●下地を傷めにくい（シールはがし）。
●強い粘着剤もはがせる強力タイプ（粘着剤はがし）。
●はがすのに適した専用ヘラ付。
●はけ塗りタイプなので飛び散らない。

皮革・車・バイク・骨董品・高級
家具などの高価格品には使
用できません。プラスチック・塗
装を傷める場合があります。

施工ワンポイント

DSH-20H DNH-20H
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商品コード 呼称 入数 標準価格梱
54646554 インスタントセメント10kg 2 1,200

インスタントセメント灰色
●砂とセメントが配合され、
水を加え練るだけで使え
ます。
●テラス・土間打ち・ブロック積み・外溝の施工、補修に。

1 袋 10kg
カラー 灰

商品コード 呼称 入数 標準価格小箱 梱
54646664 瞬間急硬0.5kg 6 36 700

瞬間急硬セメント灰色
1 袋 0.5kg入り
カラー 灰

●1分間硬化のセメント
です。

●漏水箇所やモルタル
壁のひび割れ等の補
修に使えます。

商品コード 呼称 入数 標準価格梱
54646639 生セメント4kg 5 630

生セメント　灰色
1 袋 4kg入
カラー 灰

●保水剤、接着剤が配合さ
れ、コテ滑りが良く塗りや
すい。

●砂・砂利などと混練して使
用します。

インスタントセメント30分速乾性
●約30分で硬化するセメント
（作業時間：5～10分）。
●細砂と特殊セメントが配
合され、水を加え練るだけで使えます。

1 袋 1.3kg／4kg
カラー 灰

商品コード 呼称 入数 標準価格梱
54646551 30分速乾1.3kg 15 320
54646607 30分速乾4kg 5 800

商品コード 呼称 入数 標準価格梱
54614520 インスタントスプレーセメント 24 1,500

インスタントスプレーセメント
1 缶 200㎖
カラー グレー

●コンクリート面の汚
れ、細かいひび割れの
補修に使用します。

●塗料スプレーと同様に
使えます。

商品コード 呼称 入数 標準価格小箱 梱
54678448 抗菌タイル目地材0.5kg 6 36 450

抗菌タイル目地材
1 袋 0.5kg
カラー 白

●細骨材とセメントに混
和剤を配合し、きめ細
やかな仕上がりになり
ます。
●約3時間で硬化しま
す。

インスタントしっくい白色
●石灰・繊維・接着剤を配
合した補修剤です。

●屋根瓦の固定や壁材に使
えます。

1 袋 1kg／4kg入り
カラー 白

商品コード 呼称 入数 標準価格梱
54646557 しっくい1.0kg 20 450
54646577 しっくい4.0kg 5 1,600

商品コード 呼称 カラー入数 標準価格梱
54615167 速乾バスセメント2kg 白 10 1,000
54679076 速乾バスセメント2kg 灰 10 1,000

速乾バスセメント

灰白

●吸水防止剤配合で耐水、
防水性に優れたバスルー
ムの補修材です。
●目地の補修にも使えます。

1 袋 2kg

商品コード 呼称 カラー入数 標準価格梱
54646558 インスタントモルタル4kg 灰 5 630
54646559 インスタントモルタル4kg 白 5 800

インスタントモルタル

灰 白

1 袋 4kg
カラー 灰／白

●水を加え練るだけで使え
ます。
● コテ仕上げが滑らかで仕
上げ用として最適です。
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