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Product Catalog
商品カタログ



C o n t e n t s
接着剤����������P.2-3　�

● ボンド アロンアルファー 一般用
● ボンド アロンアルファー ゼリー状
● ボンド ウルトラ多用途 SU クリヤー
● ボンド ウルトラ多用途 SU プレミアム ソフト クリヤー
● ボンド G10　　● ボンド G17
● ボンド G クリヤー
● ボンド コンクリボンド K10　　● ボンド K12
● ボンド 木工用 ハンディパック
● CH18 らくらく 750　　● ボンド 木工用速乾
● ボンド ウッドパテ タモ白 / ラワン
● ボンド 雨どい用　　● ボンド 塩ビパイプ用
● コニシ G9000　　● ボンド シリコンコーク
● コニシ 変成シリコンコーク
● アイカ アイカエコエコボンド SE-10
● アイカ 木工用 A-1400
● アイカ アイカ木工用 A-Q1
● アイカ ネダ・フロア・束兼用無溶剤
　 JW-400NF/K（ 床棟梁）
● アイカ ネダ・フロア・束兼用無溶剤 SE-710
● アイカ カベボード用 SE-1（アイカセラール用）
● セメダイン スーパー X ゴールドクリアー／クリアー
● セメダイン シリコンシーラント 8060 プロ 全 11 色
● セメダイン シリコンシーラント 8070 プロ 全 9 色
● セメダイン POS シール 全 9 色
● アイカシリコンシリーズ アイカシリコンエース  

（オキシムタイプ）
● アイカシリコンシリーズ アイカウレタンエース 

（ノンブリードタイプ）
● アイカシリコンシリーズ アイカ変性シリコンエース

塗料������������ P.4-6　

● アクリルエマルションペイント・優雅なつや（半
つや） 水性フレッシュワイド

● 特殊アクリル樹脂ペイント・つやあり / つやなし 
鉄部・建物・トタン用

● ウレタン樹脂塗料 ウッディガード
● エナメル　　● ラッカー ( 刷毛塗り用 )
● 三菱ペイントマーカー
● アクリルエマルションペイント・つやなし 水性ラ

インカラー
● シリコンアクリルエマルション下地剤 水性シリコ

ン下塗りシーラー
● アクリル樹脂塗料・つやあり（一部つやなし） ア

クリルラッカースプレー
● アクリル樹脂塗料・つやあり（一部つやなし） 

ニューワイドスプレー
● S スプレー
● 硝化綿ラッカーエナメル・つやあり マーキング用スプレー
● シリコン樹脂塗料・つやなし 耐熱用スプレー
● 合成樹脂塗料（さび止め） さび止めスプレー
● 合成樹脂塗料（さび止め） 21 さび止めスプレ− Pro
● K) スプレー
● ファインフォーム丸棒 ( 白 )/ 小巻
● オキツモ No.15 銀　　● さび止め 5621-2 種
● さび止め 5621-2 種　　● エポタール BO エコ
● ロードライン・トラフィックペイント・水性ライ

ンカラー
● 水性ニス・油性ニス　　
● 速乾ニス・セラックニス　　● Hi-CR
● 塗料シンナー　　● エポタールシンナー
● 塗料はがし剤　　● ラッカーシンナー

刷毛������������ P.7-8　

● 鉄部・木部用ハケ　　● 油性ハケ
● トタンペイントハケ　　● タールハケ
● パキンチリハケ　　● 金巻ソートハケ
● 豚毛コッピーハケ　　● ホーム筋刷毛
● 白毛ホーム刷毛　　● 白毛多用途
● 工作用ハケ　　● 竹ブラシ
● 文字筆　　● 徳用万能ばけ

ヤスリ����������� P.9　

● 紙ヤスリ 50 枚入　　● 布ヤスリ 50 枚入
● 耐水ペーパー 100 枚入　　● ベルテックス
● やすり 10 枚パック（布・紙・耐水）

施設用品�������� P.10　

● 安心クッションマット
● ワンハンドパッキンペール 33JS
● おむつ専用回収カート
● 医廃物容器フレーム（段ボール専用）
● ステン紙タオルホルダー
● ミセル メディカルスタンド
● テラクッション 極厚
● 吸油シート（オイル・水両用）110 枚入
● 吸油マット GY ランナー
● 吸油クッション マット　　
● 粘着マットシート BS
● 粘着マットフレーム

清掃用品������ P.11-12　

● テラモト 自在ホーキ　　
● テラモト 水切りドライヤー
● 耐油ドライヤー　　● テラモト デッキブラシ
● エコラーグ（100 枚入）
● シャークⅡモップ　　● ホールモップ
● ダンディスプリング　　● ハイプラモップ
● テラモト モップ絞り器Ｃ型　　● ダストパン㈼
● カラーダストパン　　
● MM エコプラ三ツ手チリトリ
● テラモト 鉄道チリトリ　　

● エコ BM2 チリトリ
● ナイロン洗車ブラシ（通水タイプ）
● しなの洗車ブラシ（通水タイプ）
● パキン洗車ブラシ　　● モップ替糸
● 木柄 T 字モップ　　● 農機具洗車ブラシ
● 洗車ブラシ先割れピンク　　● デッキブラシ
● キクロンタワシ 　　● タワシ
● 水取りスポンジ　　

ホーキ���������� P.13　

● 座敷ホーキ　　● 手編み座敷ホーキ
● やしばホーキ　　● 土間ホーキ
● ナイロンホーキ　　● 竹ホーキ
● 竹熊手（荒口熊手）　　● 竹熊手（細口熊手）
● 金熊手

切断砥石・チップソー�� P.14　

● ダイヤモンドカッター 桜　　● スーパーリトル
● レザックスゴールド　　● スーパーリトル㈼
● オフセット砥石　　● チップソー フェニックス
● 神王ドリル エンデロクロス　　● 月光ドリル
● 月光ドリルシャンクドリル

ウエス���������� P.15　

● ウエス

洗剤������������ P.16　

● ゴ−ルドクレンザ−　　● エ−デ−カラ−
● タイムリ−フレッシュ　　● ガラスクリーナー
● グラスターゾル
● リンレイウルトラハ−ドトイレクリ−ナ−
● 消臭力 トイレ用 ラベンダー
● ハミング 特大 2500ml
● NEW クレラップ レギュラー 30cm × 50 ｍ
● NEW クレラップ ミニ 22cm × 50 ｍ
● 強力ルック 4L　　● バスルック 4L
● トイレの芳香ボール 5 球入
● トイレのルック 除菌消臭 EX 本体 450ml

トイレットペーパー・ティッシュペーパー� � P.17　

● エルモア 12RW30m
● エルモアティシュ 200W5P
● エアロール 12RW30M
● おしどり 1RS65M　　● コロナ 1RS65M
● フルーツバスケット消臭 in12RW ピーチ
● NEW ロダン 12RW30M

ワックス�������� P.18　

● 超耐久プロつやコート㈵ HG
● 超耐久プロつやコート㈼ HG
● 白 木　　● オール　　● ノンヒールネオ速乾
● NEW プロインパクト　　● オイルハンター
● カラーコート（木床 / 着色用樹脂仕上げ剤）
● スクールジム（木床 / 体育館用樹脂ワックス）

KURE���������� P.19　

● 5-56　　● 5-56 無香性　　● グリースメイト
● 5-56 DX　　● シリコンルブ DX
● プログリース DX　　● シリコンルブスプレー
● パーツクリーナー　　
● ニュー シトラスクリーンハンドクリーナー
● フォーミングクリーナープロ　　
● 凍結浸透ルブ

バケツ・ポリ缶・ガソリン携行缶�� P.20　

● 平板バケツ　　● タフバケツ　　
● アネストベール　　● エースバケツ
● プラゴムバケツ　　● 消火バケツ
● 米びつ（12kg / 30kg）　　● ポリ缶
● ウォッシャブルタンク　　● ガソリン携行缶

ホース���������� P.21　

● ハイウルトラ　　● ホースリールオーシャン
● 輸入ダストホース　　● プレッシャーホース
● シールテープ　　● カクダイ製品
● パイプクリーナー

手袋���������� P.22-23　

● ジョイハンド　　● パワーグラブ ZERO
● メジャーローブ　　● がっちりハンド
● PU プロパーム　　● メカニックグローブ
● ドットサイバー指付グリップ DC53
● 豚皮甲メリ MG シリ - ズ
● ポ−クジョイ＃ 210　　● ポ−クジョイ＃ 250
● ポ−クジョイ＃ 260　　
● 牛オイル皮手ＱＣ− 460
● ペンギンエース ノンスリップマジック
● 着たろう　　● ワークハンター G
● 介護用ス−パ−タッチ　　● スムス＃ 402
● 軽ポップ　　● 職人さん　　● ボツボツ軍手
● トワロン　　● ニュ−トワロン　　
● 耐油トワロン　　● ナカロン
● オイルハンド　　● ニトロン 880
● ビニスタ−パール　　● ビニスタ−フル−ル

● アームグローブ　　●  軍 手

長靴・スリッパ・カッパ�� P.24　

● 力王 S225　　● 軽半長　　
● ワーキングブーツ　　● 防雪長
● 現場用スリッパ　　● アリゲーター
● 合羽 FIC-9800　　● 合羽 FIC-5800
● 反射メッシュチョッキ

安全靴・安全スニーカー�� P.25　

● ウォーキングセフティシリーズ　　
● AW シリーズ　　● 軽技シリーズ　　● RS170
● RS175　　● CP202　　● CP302

足袋・履き物���� P.26　

● 力王 ファイター 12 枚コハゼ
● 力王 太郎 12 枚コハゼ　　
● 力王 ファスナーたび　　● 力王 実用地下
● 力王 スパイク　　● 力王 園芸たび
● エアー足袋フィット　　● 力王 タビック
● 力王 現場大王 12 枚コハゼ
● N805 内装くん　　● N8051 内装くん G
● White Sole #310

神棚・上棟用品・その他��� P.27　

● 上棟用品　　● #37　　● #10
● カラーマグネット　　● 荒縄　　● しゅろ縄
● 三菱鉛筆　　● プロッキーツイン　　
● ピースマーカー　　● 東芝 乾電池

チョーク�������� P.28　

● 完全チョーク　　● ノンダストチョーク
● マーキングチョーク
● 天神 セラミックチョーク（炭酸カルシウム製）
● ホームチョーク　　● ウォーターチョーク

シート類・テント・養生・梱包材��� P.29　

● NETIS 登録商品　　● 産業用シート
● 産業用テープ　　● 在庫商品
● 別注品承ります !!

袋物、コンテナバッグ�P.30-32　

● 国産土のう　　● 国産マクラ土のう
● 土納　　● トラ土納
● ＰＰガラ袋（ベージュ / 透明）
● グランドバリアクロス（防草シート）
● コンテナバッグ　　● 002　　● 004
● 005　　● 防音シート　　● 和みシート
● ターピーソフトメッシュシート
● #3000 厚手ブルーシート S
● エステル帆布トラックシート
● UV メタリックシルバーシート
● 国防色 綿シート　　● メッシュヒモ
● 平ゴムロープ　　● チューブバンド
● テント　　● 防炎シート
● K シート（輸入ブルーシート）
● 床養生シート　　● ホワイト養生シート
● 透湿シート　　● ポリフィルム
● 実厚ポリフィルム　　　● 片面ダンボール
● ストレッチフィルム　　
● コンクリート養生マット　　● エアパッキン
● PP バンド 16m/m・19m/m

現場用品�������� P.33　

● ワイヤークリップ　　● 捻ねじ込みシャックル
● 重量フック　　● ターンバックル
● 各種ワイヤー　　
● インカ リフティングスリング
● インカ ヘビーラウンドスリング
● 番線　　● 足場ゴムバンド（当社規格品）
● 箱入り番線　　● 国産一輪車　　● 台車
● 輸入一輪車

クランプ・単管パイプ�� P.34　

● Φ 48.6 専用クランプ　　● 兼用クランプ
● 直線ジョイント　　● ボンジョイント
● 垂木止めクランプ　　● 垂木止めクランプ 45
● ロックジョイント　　● 固定ベース
● ジャッキベース　　● カベツナギ
● 抜け止めクランプ　　● マイティキャッチ
● 単管パイプ　　● キャッピカ
● ソフトカバー

脚立������������ P.35　

● 兼用脚立【MCX】シリーズ
● 兼用脚立【ＪＯＢ−Ｅ】シリーズ
● 専用脚立【ＪＯＢ−Ｅ】シリーズ
● 片面使用型伸縮式足場板
● 1 連はしご【1 ＣＳＭ】シリーズ
● 2 連はしご【2 ＣＳＭ】シリーズ
● 片面使用型足場板【ＳＴＣＲ】シリーズ
● 3 連はしご【3 ＣＳＭ】シリーズ

ロープ���������� P.36　

● スパンテトロンロープ　　● ハイクレロープ
● サイザルロープ　　● ポリロープ
● トラロープ　　● PP ロープ

保安用品������ P.37-40　

● コーンバー　　● W ボード　　● カラーコーン
● コーンベッド　　● スコッチコーン
● A 型バリケード　　● 投光器　　● 回転灯
● JS クランプ D　　● 2 色工事灯
● LED マルチライト　
● PVC ソフトスマートコーン
● コーンキャップ㈼　　● バルーン投光機
● ソーラー式 LED 電光板　　
● ソーラービックラブ　　● シリウスライト
● 黒板　　● 記録紙付 KY ボード　  ● ピンポール
● 木製ポール　　● シグナルスタンド ECO　　
● スタンド式スイガラ入れ　　● 消火器
● 消火器ボックス　　● 安全ミラー
● 矢印板樹脂（赤／白）　　● ガードフェンス GF
● 路上工事看板　　● 蛍光オレンジ高輝度
● 看板 ･SLX・YLX　　
● 蛍光高輝度反射式スリム SLF 標識　　
● マンガ看板

テープ類������ P.41-42　

● ビニールテープ　　● コロナマスカーミニ
● アルミテープ　　● マスキングテープ
● OK テープ　　● 現場テープ
● キケンテープ / 反射トラテープ
● アクリル気密防水テープ（片面）
● アクリル気密防水テープ（両面）
● 布テープ Ｎｏ .110　　● 布テープＮｏ．111
● ＰＥクロス養生テープ　　● ボイドテープ
● 両面テープ　　● 布両面テープ
● 防水ブチルテープ（両面）　　
● BD 強力両面テープ　　
● BD 強力ボード用両面テープ

生コン関係������ P.43　

● 乾燥生コン　　● 乾燥生コン　　
● ポルトランドセメント　　● 砂利入生コン
● 塩カルローデック K 粒状　　● 石灰
● 常温合材　　● 川砂利・砂

セメント混和剤�� P.44　

● 防水剤　　● 急結剤　　● 防凍剤 / 防凍剤 SS
● 新両用剥離スーパー　　● サクビ 45
● アーローＱ／エース
● タイト・グラスター（超速硬無収縮モルタル）

木材防腐剤������ P.45　

● コールタール　　● ワシンフロアー S
● 木材防腐剤 クレオトップ　　● キシラデコール
● アクア アリゾール　　
● アリシス アリ退治スプレ−
● アリシス アリ退治スプレ−

目地棒・面木���� P.46　

● 発泡目地棒・片テーパー　　
● 発泡目地棒・両テーパー　　● 発泡面木
● 角目地棒　　● 中空面木

建築金物�������� P.47　

カナイ���������� P.47　

ビス���������� P.48-51　

● 細ビス 徳用箱　　● 細ビス 10 箱入
● 内装ビス 徳用箱　　● ViP スクリュービス
● 断熱パネルビス　　● コーススレッド 徳用箱
● ステンレスコーススレッド　　● 軽天ビス
● 石膏ボードビス（コースタイプ）　　
● ロール連結　　● 鉄丸くぎ 4kg　　
● ステープル状　　● フィニッシュネイル
● ミニビス　　● ドリルスクリュー 新パッケージ
● エースポイントロング　　● コンパネビス

レンタル商品�� P.51-54　

● ソーラー LED 信号機　
● ソーラー昇降式 LED 電光盤　　● 名称不明
● 三角コーン　　● ライト　　● ソーラーキング
● ソーラーキングミニ　　● ソーラービックラブ
● 路上工事看板　　● ガードフェンス
● アルミ兼用脚立【MCX】　　
● アルミ専用脚立【JOB-E】
● １連はしご【1CSM】　　● 2 連はしご【2CSM】
● クラウド式監視カメラ ZM-01
● クラウド式監視カメラ NV-01
● クラウド式監視カメラ PT-01
● 発電機　　● 仮払い機　　● プラ台車
● 深型一輪車　　● 浅型一輪車

このカタログに掲載しております商品の色は、印刷物のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
製品改良のため、材質・仕様・価格の一部を予告なく変更する場合があります。また、製造・取り扱いを中止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
QR コードをスマートフォンで読み取っていただくと、メーカーホームページにアクセスしていただくことができます。機種によりましては、未対応の場合がございます。



2

一般用

コンクリボンド K10

プレミアム ソフト クリヤー

木工用速乾

G9000 変成シリコンコークシリコンコーク

G17

ゼリー状

K120

G10 G クリヤー

雨どい用

ウルトラ多用途 SU　クリヤー

木工用 ハンディパック CH18 らくらく 750

ボンド アロンアルファー

ボンド

ボンド　ウルトラ多用途 SU

ボンド

コニシ コニシボンド

ボンド 

ボンド アロンアルファー

ボンド

ボンド ボンド

ボンド

ボンド　

ボンド　

金属・合成ゴム・
硬質プラスチッ
ク等を一滴で秒
速接着

コンクリート・木レンガ等下地
木工事用発泡スチロールの接着
も可能

無溶剤・透明・
曲げや衝撃に強
いポリプロピレ
ン ･ ポリエチレ
ンの強力接着

水性・速乾・乾燥
後切削可
建築内装工事・木
製家具・建具の製
作に

各種シ－トと木材・鉄筋の接着
各種シ－ト同士の接着
ポリエチレン・ポリプロピレン
シ－ト同士の接着、建設用防水
テ－プのプライマ－として
特徴：張り合わせ時間が長い

用途　一般建築物の内外装目地
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、
　継ぎ手には使用しないでください
特徴　冬季でも使いやすい、耐候性に優れている
カビの発生が少ない（防カビ剤配合）はっ水汚染

（しみだし）が少ない、施工後に塗装ができる
色調　他 12 色、容量　333ml

用途　ガラス間およびガラスまわり、
耐熱・耐寒・耐水性を要する
目地のシ－ル
特徴　耐候性に優れている
色調　他 12 色
容量　333ml

ダレない、しみ
こまないから垂
直面やしみこみ
やすい木材に使
える

耐衝撃・耐剥離性に優れる
モルタルへの金属製ノンスリッ
プの接着

内装工事・家具 ･ 建具の製作に
適する各種化粧合板・木材・ス
レート板の接着 

透明･速乾で用途も広く使える接
着部分が目立たない透明タイプ

透明・速乾・中粘度塗布性良
好。塩化ビニール製雨どい等
の接着に

無溶剤・透明・高性能・
耐衝撃・弾力性・耐水
性に優れる、金属・硬
質プラスチック・木材・
コンクリート等広範囲
の材料に使える

水性・乾燥後切削可、
接着皮膜はほぼ透明
色になる
木工作・日曜大工・
建築内装工事・木製
家具・建具の製作に

● 容量 2G

● 容量　170ML

● 容量　25ML プラパック

● 容量　500Ｇ

● 容量　170ML

● 容量 4G

● 容量　170ML

● 容量　170ML ● 容量　170ML

● 容量　100Ｇ

● 容量 25ML プラパック

● 容量　180Ｇ

● 容量　120ML

● 容量　750Ｇ

● 入数 10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

● 入数 10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱 ● 入数　10 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

● 入数 10 本 / 箱

● 入数　5 本 / 箱

● 入数　5 本 / 箱

● 入数　10 本 / 箱

接着剤1

速乾・強力・耐衝撃で用途も広
く使える、合成ゴム・皮革・金
属板等を強力接着

タモ白 / ラワン
ボンド　ウッドパテ

水性・硬化後の切削・研磨・釘打ちが可能でほ
とんどの塗料にも対応。室内木部の割れ・節穴・
あてキズ・木製家具・建具の補修に

● 容量　各120ＭＬ

塩ビパイプ用
ボンド 

透明・速乾
低粘度
塩化ビニール
製雨どい等の
接着に

● 容量　100Ｇ

● 入数　20 缶 / 箱



3

接着剤

アイカエコエコボンド SE-10

JW-400NF/K （床棟梁）

8060 プロ　全 11 色ゴールドクリアー／クリアー

アイカシリコンエース （オキシムタイプ）

木工用　A-1400

SE-710

8070 プロ　全 9 色

アイカウレタンエース （ノンブリードタイプ）

アイカ木工用 A-Q1

SE-1（アイカセラール用）

POS シール 全 9 色

アイカ変性シリコンエース

アイカ

アイカ　ネダ・フロア・束兼用無溶剤

セメダイン　シリコンシーラントセメダイン　スーパー X

アイカシリコンシリーズ 

アイカ

アイカ　ネダ・フロア・束兼用無溶剤

セメダイン　シリコンシーラント

アイカシリコンシリーズ 

アイカ

アイカ　カベボード用

セメダイン

アイカシリコンシリーズ 

一般住宅・店舗等のネダ・
フロア用接着剤。
鋼製束・プラ束の接着。
床暖房にも適応可能。

2 × 4 工法や
在来工法におけ
る床用接着剤　
水性タイプ

透明・速乾・中粘
度塗布性良好
塩化ビニール製雨
どい等の接着に

セラール・不燃化粧
板等の壁ボード専
用 ( アイカ　セラー
ル・アイカ　タフ
ウォール S に対応 )

従来のウレタン樹脂系
に比べ発泡が少なく、
はみ出しや拭き忘れた
接着剤が除去できる。

耐候性・耐久性に
優れた充填材
塩ビ合板への接着
に優れ、塗料がの
ります

● 容量　333ML● 容量　600ml ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ

● 容量　1kg　　● 入数　12本入

● 容量　330ML ● 容量　330ML ● 容量　333ML

● 色　全10色
クリヤー・ホワイト・
アイボリー・ダーク
アイボリー・グレー・
ライトグレー・アン
バー・ダークブラウ
ン・アルミ・ブラック

● 色　全5色
　　　・ ホワイト
　　　・ アイボリー
　　　・ グレー
　　　・ アンバー
　　　・ ブラック

● 色　全6色
　　　  ・ ホワイト
　　　  ・ アイボリー
　　　  ・ グレー   
　　　  ・ ベージュ
　　　  ・ ブロンズ
　　　  ・ ブラック

● 入数　10本
● 容量　333ml

● 入数　20 本● 入数　12 本 / ｹｰｽ

● 入数　10 本 ● 入数　10 本 ● 入数　10 本

家具・一般木工・突
板貼り・化粧板貼り
等現場施工に便利な
容器入り

一般木工・建具等の
接着。
便 利 な 各 種 容 器 入
り。

■多用途、安定した接着性
木材や金属をはじめ、布、硬質プラスチック、
ガラス、タイル等、さまざまな材に対し優れた
接着性を発揮します。

■ 4VOC 基準に適合 
１液タイプの常温硬化型接着剤。無溶剤で臭気
はほとんどありません。日本接着剤工業会制定
の自主管理規程ノンホルムアルデヒド（Ｆ☆☆
☆☆）登録製品であり、４ＶＯＣ基準にも適合
しています。

容　量 入　数
500g 30本
750g 20本
3kg 6缶

容　量 入　数
500g ﾁｭ ﾌーﾞ 30本/ｹｰｽ
750g ﾁｭ ﾌーﾞ 20本/ｹｰｽ
3kg ﾎﾟﾘ缶 6缶/ｹｰｽ

品番 容量 入数
JW-400NF 600ml ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ 12本/ｹｰｽ
JW-400K 760ml ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 12本/ｹｰｽ

屋外使用可能・耐熱
性（-60℃～ 120℃）
万能に限りなく近づ
いた超多用途接着剤

品名 容量 入数
ゴールドクリア 20ML 10本
クリア 135ML 5本

● 入数　10本
● 容量　320ml

● 入数　10本
● 容量　330ml
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● 特徴　美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
● 用途　工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 。

● 特徴　乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いです。 
● 用途　工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。   

● 特徴　塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる
　　　　 （ウォッシャビリティに優れる）高性能塗料です。
　　　　 タレにくい、微臭タイプ。かび止め剤、さび止め剤配合。

● うすめ方　塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)

● うすめ方　塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5％が目安です）

● 乾燥時間　夏（30℃）：約2時間 冬（10℃）：約2時間
● 乾燥時間　夏（30℃）：約4時間 冬（10℃）：約8時間
(塗り重ねる時)　夏（30℃）：約6時間 冬（10℃）：約12時間

● 乾燥時間　夏（30℃）：約30分 冬（10℃）：約1時間
(塗り重ねる時)　約1時間以上

● 乾燥時間　夏（30℃）：約1時間/冬（10℃）：約2時間

容量 塗り面積 (1回塗り ) 色数
1/12L 約1m2(タタミ約0.6枚分) 9色

容量 塗り面積 (1回塗り ) 色数

1/12L 約1m2(タタミ約0.6枚分) 7色

容量 塗り面積 (1回塗り ) 色数
0.2L 1.7～2m2（タタミ約1.2枚分） 80色
0.7L 5.8～6.6m2（タタミ約4枚分） 80色
1.6L 13.2～16.5m2（タタミ約10枚分） 70色
3.2L 26.4～33m2（タタミ約20枚分） 20色
7L 58～66m2（タタミ約40枚分） 15色

14L 116～132m2（タタミ約80枚分） 10色

エナメル

水性フレッシュワイド

　

アクリルエマルションペイント・優雅なつや（半つや）

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群！

塗料　　　2

水性

水性

油性

● 特徴　木目くっきり、鮮やかな仕上がりです。撥水性と通気性に優れています。
　　　　 優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。ワレやソリを抑制します。
　　　　 刷毛ムラが出にくく、塗りやすい塗料です。

● 特徴　速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
　　　　 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、
　　　　 ラインが水にぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
　　　　 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。

● うすめ方　塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめてく
　　　　　　 ださい。（5％が目安です）

● うすめ方　塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5％が目安です）

容量 塗り面積 (1回塗り ) 色数
0.2L 1.1～2.2m2（タタミ約1枚分） 16色
0.7L 4～8m2（タタミ約2～4枚分） 16色
1.6L 9～18m2（タタミ約5～10枚分） 16色
7L 23～46m2（タタミ約13～27枚分） 9色

14L 80～160m2（タタミ約48～96枚分） 9色

容量 塗り面積 (1回塗り ) 色数
2kg 3～5m2 2色
4kg 6～10m2 2色
8kg 12～20m2 2色

三菱ペイントマーカー

水性シリコン下塗りシーラー

ラッカー ( 刷毛塗り用 )

ウッディガード

水性ラインカラー
シリコンアクリルエマルション下地剤

　

ウレタン樹脂塗料

アクリルエマルションペイント・つやなし

素地面と上塗りとの付着性を強化。

防虫・防腐塗料。
ログハウスの DIY 塗り替えに。

水にぬれてもスベリにくい、道路・駐車場の線引きに。

油性

● 乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
　　　　　　 冬（10℃）：約4時間

● 特徴　カチオンタイプなので旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
　　　　 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、
　　　　 上塗り塗料の耐久性をアップします。
　　　　 防かび効果があります。

● うすめ方　塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。（5％が目安です）

容量 塗り面積 (1回塗り )
2L 10～25m2（タタミ6～15枚分）
4L 20～50m2（タタミ12～30枚分）
8L 40～100m2（タタミ24～60枚分）

● 乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　 冬（10℃）：約3時間
　　　　　　 （※うすめずに塗ってください。）

規　　格 入　数
中字（PX20）　全15色 10本/ケース
太字（PX30）　全7色 5本/ケース

● 特徴　油性の超速乾タイプで、冬場（5℃位）の低温時でも塗装ができます。
　　　　 １回塗りで塗装作業が短縮できます。
　　　　 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、
　　　　 初期のつやを長期間保ちます。（一部つやなし色もあります）
　　　　 高性能 特殊アクリル樹脂配合
● うすめ方　塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で5～10％うすめてください。

容量 塗り面積 (1回塗り ) 色数
1/12L 約0.8m2 21色
0.2L 約2m2（タタミ約1枚分） 26色
0.7L 約7m2（タタミ約4枚分） 26色
1.6L 約16m2（タタミ約9枚分） 24色
3.2L 約32m2（タタミ約19枚分） 8色
7L 約70m2（タタミ約43枚分） 5色

鉄部・建物・トタン用
特殊アクリル樹脂ペイント・つやあり / つやなし

密着性抜群の多用途型・油性塗料。

油性

● 乾燥時間　夏（30℃）：約1時間30分
　　　　　　 冬（10℃）：約3時間
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塗料　　　

● 特徴　霧は長円形（楕円）に吹き付けられ、可変ノ
ズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事
ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリ
ル塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原
料として配合しておりません。簡単にガス抜
きが出来るガス抜きキャップつきです。

● カラー　ホワイト、イエロー、レッド、
　　　　　 ブルー、グリーン、ブラック、
　　　　　 シルバーメタリック、グレー、
　　　　　 オックスフォードブルー、
　　　　　 つや消しブラック

● 特徴　マーキングや文字書きに適した細口の丸吹き
ノズルを使用しており、パターンは円形です。 
鉛化合物やフロンは原料として配合しておりません。　　　

● 特徴
■ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆
☆です。
■大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ
速乾　※JIS K 5674 1種規格品』を充
填したスプレーです。
■スプレー塗料にはJIS規格が無い為、
JIS規格品の塗料を希釈充填した内容
の証明書の発行が可能です。
■日本塗料工業会標準色:G09-30Ｌ
(近似）です。
■屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、
金属サイディング、シャッターなど)の下
塗りや補修に。
カラ－：赤さび　ライトグレ－　ネズミ　
容量：300ml

アルキッド樹脂系
一般用さび止めスプレ－ 
用途：鉄骨・門扉・サッシ・シャッタ－・金属
サイディングなど屋外の鉄部のさび止め
に 
  
色：グレ－、赤さび

● 特徴　キリが細かく、タレ
にくくなっています。 
下地の塗料やプラス
チックをおかさず、8
つの用途に使えます。 
可変ノズル使用（楕円）。

● 特徴　シリコン　れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。 
速乾性で塗装後約1時間で使用できます。

● ご注意 
常温で被塗物（ストーブなど）を塗装し、乾燥後 
熱を加えることにより、性能を発揮します。

● 内容量：300ミリリットル
色：レッド／ブラック／ホワイト／ブルー／
イエロー／ネイビー／グリーン／シルバー　 
入数：48

● 用途：家具・自転車・工作部の鉄部、木部に最
適。 （吸い込みの大きいMD板、自転車、高級家
具、ストーブの高温は不適）
仕様：アクリルラッカースプレー　
　 　木部・鉄部用　 ガス抜きキャップ付き

● 汎用300℃耐熱塗料
　 「スタンダードシルバーNo.15」です。
　 家庭や工場などの加熱箇所に
　 最も手軽に塗装できます。

● 乾燥時間　夏（30℃）：約30分、冬（10℃）：約50分

● 乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

● 乾燥時間　夏（30℃）：約20分
　　　　　　 冬（10℃）：約40分

● 乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　 冬（10℃）：約1.5時間

● ファインフォーム丸棒(白) ●  小袋

容量 塗り面積 (2回塗り ) 色数
300ml 0.5～1.0m2 22色
400ml 0.6～1.2m2 22色

容量 塗り面積 (2回塗り ) 色数
300ml 鉄 0.7～1.1m2(タタミ約1/2枚分） 25色
300ml 木 0.4～0.8m2(タタミ約1/3枚分） 25色

容量 塗り面積(1回塗り) 色数
300ml 約2m2 4色容量 塗り面積 (2回塗り ) 色数

300ml 鉄 0.7～1.1m2 4色
300ml 木 0.4～0.8m2 4色

仕　様
5φ×500m
6φ×250m
8φ×200m

10φ×250m
13φ×150m
15φ×100m
18φ×80m
20φ×60m

入　数
5箱

入　数
108個

仕　様
8mm×10m巻

10mm×10m巻
13mm×8m巻
15mm×5m巻
18mm×4m巻
20mm×3m巻

アクリルラッカースプレー

マーキング用スプレー

さび止めスプレー 21さび止めスプレ− Pro

ニューワイドスプレー S スプレー

耐熱用スプレー

K) スプレー

オキツモ No.15 銀

アクリル樹脂塗料・つやあり（一部つやなし）

硝化綿ラッカーエナメル・つやあり

合成樹脂塗料（さび止め） 合成樹脂塗料（さび止め）

アクリル樹脂塗料・つやあり（一部つやなし）

シリコン樹脂塗料・つやなし

　　

　　

乾きが速く、きれいな仕上り。
ガス抜きキャップ付き。

マーキング、文字書きに最適。
ガス抜きキャップ付き。

600℃の高温に耐える。

油性

ラッカー

油性

油性

ファインフォーム丸棒 ( 白 )/ 小巻
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品　名 色 容量
ロードライン

2000
白 14L

品　名 色 容量
トラフック
ペイント

白 4kg
黄 4kg

品　名 色 容量
水性

ラインカラー
白 2kg
黄 2kg

● 鼠色
● 容量：20kg

● あかさび
● 容量：20kg

● 容量　500ml

● １缶/16Kg

● 容量：4kgセット

エポタール塗料に使用できます。

油性エナメル合成調合塗料に使用
できます。

F ☆☆☆☆
建物の内外部鉄部、木製の付帯部の
などの上塗りとして使用します

ラッカーエナメルクリヤーに使用
できます。

品　名 容　量
水性ニス 300ml
油性ニス 270ml

容　量 入数 容　量 入数
4L 4 16L 1

品　名 容　量

セラック 
ニス

250ml
400ml

品　名 容　量

速乾ニス
250ml
400ml

さび止め 5621-2 種 さび止め 5621-2 種 エポタール BO エコ

ロードライン・トラフィックペイント・水性ラインカラー

エポタールシンナー

水性ニス・油性ニス

速乾ニス・セラックニス Hi-CR 塗料シンナー

ラッカーシンナー塗料はがし剤

容　量 入数 容　量 入数
250ml 24 4L 4
400ml 24 16L 1

2L 8

容　量 入数 容　量 入数
250ml 24 4L 4
400ml 24 16L 1

2L 8

塗料　　　



7

規�格 入�数
9mm 12

15mm 12
24mm 12
30mm 12
45mm 6
60mm 6
70mm 6

規�格 入�数
30mm 24
40mm 12
50mm 12
60mm 12
70mm 12

規�格 入�数
70mm 6

規�格 入�数
75mm 6
85mm 6

100mm 6

規�格 入�数
3吋 12

3.5吋 6
4吋 6

規�格 入�数
30mm 12
40mm 12
50mm 12
60mm 12
70mm 12

規�格 入�数
30mm 12
40mm 12
50mm 12
60mm 12
70mm 12

規�格 入�数
75mm 12

規�格 入�数
70mm 12

コシが強く、弾力性が有り、
油性塗装に適しています。

（内部・外部用）

粘度の高い
タール塗装に
適したタール
専用刷毛

安価品の万能タイプ

トタン屋根などの塗装に
最適な平刷毛です。

毛先が細く、仕上がりが
とても良い、
万能タイプの刷毛です。

油性・水性ニスに適した厚口タイプ油性・水性ニスに適した薄口タイプ

鉄部・木部用ハケ トタンペイントハケ油性ハケ

タールハケ 豚毛コッピーハケ金巻ソートハケパキンチリハケ

ホーム筋刷毛 白毛多用途白毛ホーム刷毛

刷毛3

規�格 入�数
30mm 12
40mm 12
50mm 12
60mm 12
70mm 12

規�格 入�数
3号 10

15mm 24
24mm 24
30mm 12
36mm 12
45mm 12
60mm

（黒毛のみ）
12

規�格 入�数
30mm 12
50mm 12
70mm 12

安価品の万能タイプ 安価品の万能タイプ

工作用ハケ 徳用万能ばけ竹ブラシ 文字筆
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刷毛
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規�格 備�考
♯40 荒目
♯80 中目
♯120 細目

規�格
♯40
♯50
♯60
♯80
♯100
♯120
♯150
♯180
♯220
♯240
♯280
♯320
♯400

規�格
♯30
♯40
♯50
♯60
♯80
♯100
♯120
♯150
♯180
♯220
♯240
♯280
♯320
♯400
♯600

♯800 ※
♯1000 ※
♯1200 ※

規�格
♯80
♯100
♯120
♯150
♯180
♯220
♯240
♯280
♯320
♯360
♯400
♯500
♯600
♯800
♯1000
♯1200
♯1500
♯2000

耐水ペーパー　100 枚入

やすり 10 枚パック（布・紙・耐水）

ベルテックス

紙ヤスリ　50 枚入 布ヤスリ　50 枚入

ヤスリ　4

※取り寄せ
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施設用品5
安心クッションマット

医廃物容器フレーム（段ボール専用）

テラクッション 極厚

吸油クッション マット

おむつ専用回収カート

ミセル メディカルスタンド

吸油マット GY ランナー

粘着マットフレーム

ワンハンドパッキンペール 33JS

ステン紙タオルホルダー

吸油シート（オイル・水両用）110枚入

粘着マットシート BS

材質 :PVC 発泡シート
厚さ : 約 15㎜
重量 :1㎡に付約 4.5㎏

材質　塩化ビニール

材　質　本体：ポリプロピレン
　　　　パッキン：発泡ポリエチレン
サイズ　約 W319 × D444 × H522㎜
重　量　約 1.5㎏

■材質　本体フレーム：スチールパイプ
にクロームメッキ、サイドカバー：ナイ
ロン、フロントパネル：PET、樹脂製
ボックス・ペール：ポリプロピレン　　
■サイズ　本体：約Ｗ 440 ×Ｄ 750 ×
Ｈ 962㎜ ( バッグシーラー含まず )、樹
脂製ボックス：約 W361 × D268 ×
H132（内部深さ 124）㎜、ペール：
約 355 × D230 × H560㎜　　■容
量　樹脂製ボックス：約 8.8ℓ、ペール：
約 25ℓ

重量：約 16kgサイズ
600×900㎜
600×1500㎜

規格 重量（約）
小 450g
中 600g
大 700g

規格サイズ（約）
450×600㎜
750×900㎜
900×1500㎜
1200㎜×5m

重量 /1枚あたり（約）
22g
43g

サイズ
720×1020㎜
720×1320㎜

サイズ
600×900㎜
600×1200㎜

規格 サイズ サイズ（約）

普及POP1面 小
W322×D335×

H 867㎜

普及POP1面 大
W322×D335×

H1103㎜

POP4面 小
W322×D335×

H 867㎜

POP4面 大
W322×D335×

H1103㎜

材質　本体：スチールに粉体塗装
本体サイズ
　最小 : 約 W320 × D524 × H514㎜、
　最大 : 約 W580 × D610 × H772㎜
重量　約 6.5㎏

材質　ステンレス、ＡＢＳ樹脂
サイズ　約 W264 × D135 × H135㎜
規格色　黒（OT-568-200-0）
　　　　赤（OT-568-200-2）
重量　約０. ８㎏

材質　本体・底板・トレイ：ポリプロピレン、
印刷面 : 塩化ビニール、
受台：スチール線材に粉体塗装
本体規格色　ホワイト

材　質　PVC 発泡シート
規格色　グリーン、ブルー、
　　　　グレー
厚　さ　約 15㎜
重　量　１㎡に付約 4.5㎏

材質　ポリプロピレン
厚さ　約 2㎜
吸油・吸水量
　300 × 400㎜：1 枚あたり約 245㎖、
　400 × 500㎜：1 枚あたり約 409㎖

材　質　表面 : レーヨン 50%・ポリエステル 50%、
　　　　裏面 : 特殊ポリエチレン
サイズ　約 90㎝巾× 20m
厚　さ　約 4㎜
重　量　約 12kg

材質　ポリプロピレン
厚さ　約 2㎜
吸油・吸水量
　300 × 400㎜：1 枚あたり約 245㎖、
　400 × 500㎜：1 枚あたり約 409㎖

材質　ポリエチレンフィルム
厚さ　約 3.5㎜
重量　900㎜ : 約 1.8kg、1200㎜ : 約 2.4kg

材質　SBR ゴム
厚さ　5㎜
重量　1020㎜ : 約 3.7㎏、1320㎜ : 約 4.7㎏

手指消毒液を設置できる専用スタンド

医廃物容器フレーム用 フタ
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清掃用品6

テラモト 
テラモト 

テラモト 

テラモト 
テラモト 

テラモト 自在ホーキ

テラモト デッキブラシ

ダストパンⅡ

ホールモップ

エコBM2チリトリ

テラモト モップ絞り器Ｃ型

耐油ドライヤー

シャークⅡモップ

テラモト 鉄道チリトリ

ハイプラモップ

テラモト 水切りドライヤー

エコラーグ（100 枚入）

MM エコプラ三ツ手チリトリ

ダンディスプリング

コシの強い毛で
細かいホコリも掃き取る。

ハサミ付

材質ポリエステル・レーヨン・他ステップ
タイプ。

材質
頭 : ポリプロピレン、
柄 : φ 22.2 スチールパイプに
　　ポリエチレン接着被膜
規格サイズ :18㎝
全長（約） :1325㎜
重量（約）:395g

広範囲の水切りに便利なワイドタイプ

材質 頭 : スチールにク
ロメートメッキ、先ゴ
ム :NBR、
柄 : φ 25.4 スチールパ
イプにポリエチレン接着
被膜
全長約 1385㎜
ゴム幅 33㎝ : 約 330㎜、
40㎝ : 約 400㎜、48㎝ :
約 480㎜

60㎝

40㎝

45㎝

30㎝サイズ 入数
30cm

20 本45cm
60cm

サイズ（約） 重量（約）
240×220㎜ １枚あたり１００ｇ

サイズ（約） 重量（約）
240×220㎜ １枚あたり１００ｇ

サイズ 入数
33cm 10 本
40cm 10 本
48cm 10 本
60cm 5 本
90cm 5 本

規��格
重量

（約）
33㎝ 710g
40㎝ 740g
48㎝ 790g

スペア33㎝ 166g
スペア40㎝ 200g
スペア48㎝ 240g

入数
10 本

入数
8個

カラーダストパン

糸はついておりません。
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入　数
10本/束

入　数
50本/ケース

入　数
10本

入　数
50本

入　数
50本

入　数
50本

入　数
50本

目　付 目付 匁
特防モップ替え糸 150 40匁
綿モップ替え糸 187 50匁
業務用替え糸 262 70匁

（真）80匁替え糸 300 80 匁

モップ替糸

ナイロン洗車ブラシ（通水タイプ）

農機具洗車ブラシ 洗車ブラシ先割れピンク

パキン洗車ブラシ

木柄 T 字モップ

しなの洗車ブラシ（通水タイプ）

デッキブラシ

ブラシの先から水が出てラクラク洗車

シダデッキブラシ

ナイロンデッキブラシ

足回り用洗車ブラシ
耐久性の高い深毛タイプ加工
EX ハードタイプ

■クルマにやさしい先割加工
■ボディ用に仕上げたブラシです。
■水出しタイプだから、豊富な水量で
　汚れを落とせます。
　（内径φ 15mm のホースに接続可能）

ワイヤーデッキブラシ

水取りスポンジタワシ

入　数
各20個/束

規　格
特大 大 中 小

● 厚み：55mm
　 サイズ：T330×W330mm

入　数
16個/台紙

キクロンタワシ
使いやすさと信頼で大人気商品

清掃用品
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ホーキ7

商　品　名 入　数
ユリホーキ（短柄） 70本/ケース 10本/束
バラホーキ（長柄） 50本/ケース 10本/束

商　品　名 規　格 入　数

ガーデンレーキ
中線

12本/ケース
太線

商　品　名 入　数
3玉ホーキ（短柄） 10本/束

11玉ホーキ（長柄） 10本/束

商　品　名 入　数
ナイロンホーキ（短柄） 10本
ナイロンホーキ（長柄） 10本

入　数
10本/束

入　数
10本/束

商　品　名
モンキー万年ホーキ（短柄）

アイドルホーキ（長柄）

商　品　名 入　数
矢車竹ホーキ 30本/束
真○　竹ホーキ 30本/束
国産竹ホーキ 30本/束

土間ホーキ

座敷ホーキ

竹ホーキ

やしばホーキ

ナイロンホーキ

手編み座敷ホーキ

竹熊手（荒口熊手） 金熊手竹熊手（細口熊手）
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サイズ
12吋　305m/m

サイズ 入�数 サイズ 入�数
100×4×15 25枚 150×6×22 25枚
100×6×15 25枚 180×6×22 25枚
125×6×22 25枚

サイズ 入�数 サイズ 入�数
105×2.3×15 10枚/箱 150×2.5×22 10枚/箱
125×2.5×22 10枚/箱 他サイズあります。

サイズ 入�数
105m/m 10枚/箱

サイズ
165×52Ｐ
190×52Ｐ

オフセット砥石 チップソー  フェニックス

レザックスゴールド

ダイヤモンドカッター  桜 スーパーリトル

スーパーリトルⅡ

切断砥石・チップソー8

経済的・切れ味バツグン

高寿命を達成した
プロ用ダイヤモンドブレード

一般鋼材溶接のバリ取り、ビート取り作業

チップ 56P の優れもの

エンデロクロス
神王ドリル

オフセット型の薄刃タイプの
切断砥石です。
・コーナ－カット寸切がしやすい
・切断ポイントが見やすい
・砥石の強度がアップ

月光ドリル シャンクドリル
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ウエス

白色の生地が中心のウエス。
服、クロス、シーツなど。
材質も綿とポリエステルの混合など様々。
塗料や油など拭き取り具合を
確認したい場合に適します。

様々な色生地のウエス。
服を中心とした綿 100% の生地。
塗料や油汚れの拭き取り等に適しています。

様々な色生地のウエス。
服やズボンの切れ端など材質も様々。
経済性に優れる為、広範囲の油汚れの拭
き取りに適しています。

白色の生地が中心のウエス。
シーツを主体とした綿 100% の生地。
薄手の生地の為、細かい拭き取り作業に
適します。白色の為、拭き取り具合の確
認ができます。

様々な色生地のタオルウエス。
バスタオル、ハンドタオルなどの各種タ
オルを裁断したウエス。
水分の吸収に優れます。

ウエス

荷姿 出荷単位 経済性
2kg袋 2kg袋×5 ◎
4kg袋 4kg袋×5 ◎

荷姿 出荷単位 経済性
2kg袋 2kg袋×5 ○
4kg袋 4kg袋×5 ○

荷姿 出荷単位 経済性
2kg袋 2kg袋×5 ◎
4kg袋 4kg袋×5 ◎

荷姿 出荷単位 経済性
2kg袋 2kg袋×10 ◎

荷姿 出荷単位 経済性
2kg袋 2kg袋×5 ○
4kg袋 4kg袋×5 ○

荷姿 出荷単位 経済性
2kg袋 2kg袋×5 ○
4kg袋 4kg袋×5 ○

■白ウエス

■特上黒ウエス

■黒ウエス

■輸入ウエス

■綿上白ウエス

■タオルウエス

9
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洗剤 �　10
ゴ−ルドクレンザ−　

ガラスクリーナー　

消臭力 トイレ用 ラベンダー

NEW クレラップ ミニ 22cm × 50 ｍ

トイレの芳香ボール 5 球入 トイレのルック 除菌消臭 EX 本体 450ml

タイムリ−フレッシュ

リンレイウルトラハ−ドトイレクリ−ナ−

NEW クレラップ レギュラー 30cm × 50 ｍ

バスルック 4L

エ−デ−カラ−　

グラスターゾル　

ハミング 特大 2500ml

強力ルック 4L

● 商品説明
　 天然白土を使用しています

● 規格
　 400ｇ 24本入り/1ケース

● ナノパウダー配合で、
すばやく強力に空間を
消臭。

● 熱に強く電子レンジからフリーザーまで
使える食品用ラップです。

● 男子用便器に2～3球入れて使用する。

● 天然生まれの柔軟
成分を配合。

● アルミ・フッ素コート対応の油汚れ洗剤。

● 強力タイプのトイレ用洗剤

● 熱に強く電子レンジからフリーザーまで
使える食品用ラップです。

● すすぎクイッ
ク成分を新配合。
汚れをスッキリ
落とし、泡ぎれ
も速い浴室用洗
剤。

● 商品説明
　 パーライトにヤシ脂肪を配合した
　 手洗い用洗剤で 
　 粗悪品と違い手を
　 傷めません

● 規格
　 6kg

● 商品説明
　 台所用合成洗剤、天然オイル配合・油汚れを
　 スッキリ落とします
 
● 規格
　 600ml
　 20本入り/1ケース

● キャップをとらずそのまま使えます。
● 透明感アップスッキリとした仕上がり。

容　量 入　数
480ml 30本入

● すっきりとした透明感。
　 ガラスに光沢が出ます。

規　格 入　数
310cc 20本/ケース
500cc 20本/ケース
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トイレットペーパー・ティッシュペーパー11

入　数
8袋/ケース

入　数
100/ケース

入　数
8袋/ケース

入　数
100/ケース

入　数
8袋/ケース

入　数
12袋/ケース

入　数
8袋/ケース

エルモア 12RW30m

フルーツバスケット消臭 in12RW ピーチ

おしどり 1RS65M

NEW ロダン 12RW30M

コロナ 1RS65M

エアロール12RW30Mエルモアティシュ200W5P
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ワックス　12

● まだらに剥がれた木床のつやを復元します
● スポーツ施設等に最適な耐スリップタイプ。
● 他 バッグインボックスタイプも有。

● 特殊揮発促進成分配合による
　 超速乾性能。 
　 高レベルな耐ヒールマーク性能に超速乾 
　 性能を付加し、さらに進化した「ネオ」。

● タフグロスポリマーを配合。プロがこだわる厚みの
ある「濡れつや感」と圧倒的な超耐久を実現。さらにリン
レイ独自技術の「速乾」性能をプラス。超耐久プロつやシ
リーズ、最高峰グレードモデル「金のつやⅠ」。

● 特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用によ
り、あらゆる汚れを逃がさず「感知」素早く「浸透」確実に

「辞去」。さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。

● 油脂汚れ用洗剤の新スタンダード。
「強さ」「安心・安全」「使いやすさ」全てを兼ね備えた理想
のプロユースクリーナー。

● 高濃度樹脂ワックス

● 強力多目的洗剤

● 油脂汚れ用洗剤

● デュアルバランスポリマー配合。高光沢、こう耐久を
バランスよく併せ持つ高性能タイプ。安心と満足の
コストパフォーマンスを実現。プロつやシリーズ、
スタンダードモデル「銀のつやⅡ」。

● 汎用樹脂ワックス

● さまざまな床に使える
　 オールマイティなワックス。

● 木目を生かした自然な仕上がり。

超耐久プロつやコートⅠHG

オール

オイルハンター

超耐久プロつやコートⅡHG

ノンヒールネオ速乾

カラーコート（木床/着色用樹脂仕上げ剤）

白　木

NEWプロインパクト

スクールジム（木床/体育館用樹脂ワックス）

規　格
18L

規　格
18L

規　格
18L

容　量 入　数
500ml 12缶

1L 12缶
4L 3缶

容　量 入　数
700ml 12缶

4L 4缶
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5-56

5-56 DX

フォーミングクリーナープロ 凍結浸透ルブ

シリコンルブDX プログリースDX

グリースメイト5-56無香性

あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。
電気系統の除湿・防湿。電気接点の洗浄など、
さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い
被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防
錆性を発揮します。

新成分 SPA(Synthetic Penetrating Agent) 配
合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動き
をよくします。水分や酸素を遮断し、強力な防錆効
果を発揮します。電気系統の水置換・清浄・防湿に
もすぐれた効果を発揮します。

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を
防ぐ、長寿命のウレア系グリース。霧状のス
プレータイプなので扱いやすく、浸透力にも
すぐれています。極圧性、機械的安定性、酸
化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれ
ています。

5-56 の性能はそのまま、においをなくした
無香タイプ。室内ドアのヒンジやカーテンレー
ル、キャスターなど、においに配慮したい箇
所の防錆・潤滑に最適です。掃除機などの家
庭用品、ゴルフクラブや釣りのリールなど、
趣味の道具のお手入れにも使用できます。ゴ
ムやプラスチックにも使用できます。

電動工具、精密機械、工作機
械、計器類、戸車、ヒンジな
どの金属部分の防錆・潤滑・
清浄・防湿

ベアリング、ケーブル、ワイヤ、
チェーン、スプロケット、ローラー、
ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、
ボルト ･ ナットなどの金属部品類、
工具・切削器具・計器類などの金
属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。
機械類、金型などの日常保守。

電動工具、精密機械、工作機械、
計器類、戸車、ヒンジなどの
金属部分の防錆・潤滑・清浄・
防湿

電動工具、精密機械、工作機械、
計器類、戸車、ヒンジなどの
金属部分の防錆・潤滑・清浄・
防湿

多用途・多機能　防錆・潤滑剤

多用途・多機能　防錆・潤滑剤

耐熱・耐水性 霧状スプレーグリース多用途・多機能　防錆・潤滑剤

KURE13

● ケース入数　20本
● 防錆潤滑剤

● 容量　420ml
● ケース入数　20本
● 防錆潤滑剤

● 容量　430ml
● ケース入数　20本
● 超耐水防錆グリース

● 容量　430ml
● ケース入数　20本
● 超耐水防錆グリース

● 容量　300ml
● ケース入数　20本
● グリース

● 容量　330ml
● ケース入数　20本
● 防錆潤滑剤容　量

320ml 430ml

シリコンルブスプレー

シリコーン被膜により金属、プラスチッ
ク、ゴム、木、紙などの滑走を良くし
ます。耐熱性にすぐれ離型、ツヤ出し、
防水にも効果を発揮します。無溶剤タ
イプのため、さまざまな素材に使用で
きます。

工具、農機具、断裁機、自動
車、オートバイ、自転車、家
具、建具、ミシンなどの滑走
や金型などの離型。 

滑走・離型剤

● 容量　420ml
● ケース入数　20本
● 潤滑剤

● 容量　420ml　　● ケース入数　20本 ● 容量　480ml　　● ケース入数　20本

パーツクリーナー

金属パーツのガンコな油汚れを強力に落
とします。金属表面の脱脂にもすぐれた
効果を発揮します。青ニスも簡単に除去
できます。速乾性にすぐれています。

●卓越した滑走力であらゆる
箇所の摩擦を軽減します。
●すぐれた耐久性によってメ
ンテナンスの頻度を抑えます。
●耐水・耐熱性にすぐれ、水
や熱にさらされる箇所でも長
時間効果が持続します。（仕様
温度範囲 -50 ～ 200℃）
●無溶剤タイプのため、金属、
プラスチック、ゴム、木、紙
などさまざまな素材に使用で
きます。
●噴射法法を簡単に切り替え
られる便利な 2WAY スプレー
です。
●消防法非危険物（指定可燃
物）・有機則規制外商品です。

●耐水性に優れ、雨・雪・蒸気・
海水などにさらされる箇所で
も長時間高い潤滑・防錆校か
が持続します。
●耐荷重性、極圧性、せん断
安定性にすぐれ、抜群の潤滑
効果を発揮します。
●軟化しにくく保持性にすぐ
れるので流出がなく、高温・
高速の過酷な潤滑箇所でも効
果を発揮します。
●低温から高温まで幅広い温
度範囲で使用できます。（-20
～ 200℃）

各種金属パーツ、金型、
鋳型の脱脂・洗浄。青ニ
スの除去。機械、治具、
工具の保守管理。
炭酸ガス仕様なので噴射
力が強い

金属パーツ洗浄剤

● 容量　840ml
● ケース入数　20本
● 洗浄剤

ニュー シトラスクリーンハンドクリーナー

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油
汚れを、すっきり落とします。肌のキメを整えるラノリンを配
合。天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。

●凍結収縮してサビを割るフリーズ＆クラックアクション
とハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、サビで固
着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すこ
とができます。
●水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮しま
す。
●缶を逆さにしても使用できます。

●複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が速乾性クリーナー
では落としにくい、焼き付いた頑固な油汚れを化学的に変
化させて分解・洗浄します。
●油性クリーナーでは落としにくいカーボン・ヤニ・泥汚
れにも強力な洗浄効果を発揮します。
●金属・プラスチック・合成皮革などさまざまな素材に使
用できます。
●消防法非危険物の泡タイプの水溶性クリーナーです。

（有規則規制外商品）

手肌に付着したグリース、タール、オイル、
カーボン、油性インク、油性ペンキなどの
油汚れの洗浄。 

油汚れをすっきり落とすハンドクリーナー

容量 /�入数

235ml 30本入

1.2L 6本入

1.9L 6本入

13
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平板バケツ アネストペール

エースバケツ

消火バケツ

プラゴムバケツ

米びつ（12kg / 30kg）

タフバケツ

ポリ缶 ガソリン携行缶ウォッシャブルタンク

バケツ・ポリ缶・ガソリン携行缶14

● 丈夫で長持ち。学校、現場などで人気商品。 ● 丈夫で軽いプラスチックバケツ。

● 防火用品の定番品。

● 建築現場で大活躍。● 建築現場で大活躍。

● レジャーや現場で人気商品。

サ�イ�ズ
8型 10型 13型 18型

本　体
35型 412×405
45型 412×520
70型 510×530
90型 510×640

120型 574×640

蓋
35・45兼用
70・90兼用
120型用

サ�イ�ズ
10L

サ�イ�ズ
13L

サ�イ�ズ
13L

色 規　格
赤 18L 20L
白 5L 10L 20L

  

サ�イ�ズ
10L 20L

サ�イ�ズ
10L 20L

サ�イ�ズ
8L 10L 13L 15L 18L
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ハイウルトラ

ホースリールオーシャン

シールテープ

プレッシャーホース

パイプクリーナー

輸入ダストホース

カクダイ製品

ホース15

● ホース20m付ホースリール

● ホースのねじれを解消し、水の流れをスムースに保ちます
● 透明タイプで水の流れを確認できます
● 特殊配合でにおいが移りにくく、ホースのベトつきを抑えます
● 色：クリアグリーン
● 他ホース各種取扱ございます。

● 配管の継手ねじ部の
　 漏止シール

● パイプ詰り解消に● 別冊カタログあります。
　 お問合せ下さい。

● 別途　国産品他サイズございます。

規　格
5m 10m　

サイズ 5m 15m

入　数 10巻 10巻

サ�イ�ズ
50m×20m
50m×30m
50m×50m

内径x外径
(mm)

定尺
(m)

入数
(本 )

形態 許容圧力
(23℃）(MPa)

15x20 5 24 カット 1.2（12kgf/㎠)
15x20 10 12 カット 1.2（12kgf/㎠)
15x20 15 8 カット 1.2（12kgf/㎠)
15x20 20 6 カット 1.2（12kgf/㎠)
15x20 30 4 カット 1.2（12kgf/㎠)
15x20 50 2 PB 1.2（12kgf/㎠)
18x23 50 2 PB 0.8（8kgf/㎠)
25x31 25 2 PB 0.6（6kgf/㎠)
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手 �袋16
ジョイハンド

ワークハンターG

パワーグラブZERO メジャーローブ

がっちりハンド PUプロパーム メカニックグローブ

ドットサイバー指付グリップDC53 豚皮甲メリMGシリ-ズ ポ−クジョイ＃210

ポ−クジョイ＃250 ポ−クジョイ＃260 牛オイル皮手ＱＣ−460

ペンギンエース ノンスリップマジック 着たろう

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL

サイズ

M L LL

サイズ
M L

サイズ
M L LL 3L

サイズ
M L LL

サイズ
M L

サイズ
M L LL

サイズ
S M L LL

サイズ
M L LL

色
レッド ブラック ネイビー イエロー

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL 3L

● カラー
 　レッド、
 　ブルー、
 　イエロー、
 　ブラック、
 　ホワイト、
 　迷彩

● サイズ　M、L、LL(ブラックのみS、LLも有)

● 1ケース50枚入り
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手 �袋

● 1ケース50枚入り

介護用ス−パ−タッチ スムス＃402 軽ポップ

職人さん  ボツボツ軍手　　 トワロン

ニュ−トワロン 耐油トワロン ナカロン

オイルハンド ニトロン880 ビニスタ−パール

ビニスタ−フル−ル アームグローブ  軍 手

サイズ
M L

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL

サイズ
M L LL

サイズ
M L

カラー
白 ピンク

サイズ
S M LL

サイズ
M L

サイズ
S M L

サイズ
S M L LL

サイズ
M L

サイズ
M L LL

サイズ
フリー

入　数
1ダース

サイズ
M L LL

● すべり止　軍手
● ダース入り

● 日本一軍手
 　750g2.5本編

● ビニール腕カバー付

● 5双入

● 5双入
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長靴・スリッパ・カッパ17
力王  S225 ワーキングブーツ軽半長

防雪長 アリゲーター現場用スリッパ

合羽 FIC-9800 合羽 FIC-5800

● 2つの使い方が出来る折りたたみカバー

● 裏地メッシュタイプ

● 安心価格の輸入スリッパ
● 名入れ対応可　

● 裏地メッシュタイプ

サイズ
M L LL 3L

サイズ
M L LL 3L

サイズ
フリー

サイズ

24.0～27.0cm
28.0cm
29.0cm

サイズ

24.0～27.0cm
28.0cm

サイズ

24.0～27.0cm
28.0cm
29.0cm

反射メッシュチョッキ
● 夜間工事の必需品
● 他 多種類あります。お問合せ下さい。

サイズ

M 25

L 26

LL 27

XL 28
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安全靴・安全スニーカー
18
ウォーキングセフティシリーズ

AWシリーズ 軽技シリーズ

RS170 RS175 CP202 CP302 
● サイズ：22.5～30.0ｃｍ
● ウイズ：ワイド(3E相当)

● その他、各メーカー多数取り扱いございます。

● サイズ：24.5～30.0ｃｍ
● カラー：ネイビー・ブラック
● マジック

● サイズ：22.5～30.0ｃｍ
● ウイズ：ワイド(3E相当)

● サイズ：24.5～30.0ｃｍ
● カラー：ネイビー・ブラック
● ひも

WS11 黒

共通仕様
■規格：JIS T 8101 革製 S 種 < 普通作業用 >EF 合格
■先芯：ワイド ACM 樹脂先芯　■靴底：SX３層底 F ソール

JIS 規格合格 安全靴

■サイズ：22.0 ～ 28.0・29.0・30.0cm(EEE)
■甲被：牛革 ( 型押ソフト )+ メッシュ
■標準重量：800g 　＊かかと部に反射材付

付加的性能　耐滑性 F
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 E 合格

■サイズ：23.5 ～ 28.0cm(EEE)
■甲被：牛革 ( 型押ソフト )
■標準重量：1,055g

■サイズ：23.5 ～ 28.0cm(EEE)
■甲被：牛革 ( 型押ソフト )
■標準重量：1,125g

■サイズ：23.5 ～ 28.0cm(EEE)
■甲被：牛革 ( 型押ソフト )
■標準重量 1,005g

WS33C 付 WS38 黒 WS44 黒

■サイズ：22.0 ～
　28.0cm(EEE)
■標準重量：770g

■サイズ：23.5 ～
　28.0cm(EEE)
■標準重量：1,000g

■サイズ：23.5 ～ 28.0cm(EEE)
■標準重量：1,000g

AW11

AW33

AW44

クッション性と屈曲性に優れた
発泡ポリウレタン2層底搭載 JSAA規格認定プロテクティブスニーカー

シリーズ

■規格：JSAA 規格 A 種 認定品 人工皮革　付加的性能　耐滑性・かかと部の衝撃エネルギー吸収性
■サイズ：S サイズ有　22.0 ～ 27.0・28.0・29.0cm(EEE)、S サイズ無　24.0 ～ 27.0・28.0・29.0cm(EEE)
■甲被：PU+ ポリエステルメッシュ　■先芯：ACM 樹脂先芯　■靴底：合成ゴム +EVA

共通仕様

■標準重量：645ｇ
KL511黒／ネイビー

■標準重量：600ｇ
KL517 白／ブルー

■標準重量：660ｇ
KL518 白／ネイビー

■標準重量：645ｇ
KL511黒／オレンジ

■標準重量：600ｇ
KL517 黒／イエロー

■標準重量：665ｇ
KL518 黒／シルバー

Sサイズ有
22.0cm～（上段）

Sサイズ無
24.0cm～（下段）

KL511 黒 / オレンジ：2313250
KL511 黒 / ネイビー　S サイズ (22.0-23.5)：2313261
KL511 黒 / ネイビー：2316260

KL517 黒 / イエロー：2313270
KL517 白 / ブルー　S サイズ (22.0-23.5)：2313281
KL517 白 / ブルー：2313280

KL518 黒 / シルバー：2313290
KL518 白 / ネイビー　S サイズ (22.0-23.5)：2313301
KL518 白 / ネイビー：2313300
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力王 ファイター 12枚コハゼ

力王 実用地下

エアー足袋フィット

N805 内装くん

力王 太郎 12枚コハゼ

力王 スパイク

力王　タビック

N8051 内装くんG

力王 ファスナーたび

力王 園芸たび

力王 現場大王 12枚コハゼ

White Sole #310

足袋・履き物19

サイズ

23.0～28.0cm

サイズ

24.0～28.0cm

サイズ

22.5～28.0cm

サイズ

22.5～28.0cm

サイズ

24.0～28.0cm

サイズ

24.0～28.0cm

サイズ

23.0～30.0cm

サイズ

23.0～30.0cm

● 色：白・紺

● 力王たび自信の精品。
　 超ベストセラーの
　 「力王ファイター」は、
　 優れた履き心地を
　 お約束します。

● 徹底したプロ志向で
　 つくられた「力王太郎」
　 仕事師も納得。

● 防水加工された、
　 実用一点張りの製品。
● コハゼ5枚12枚タイプ有

● 山林作業、山菜採り、
　 狩猟、沢釣り、傾斜地
　 での草刈りなどに最適

● 激しい動きにも抜群の履き心地。祭り
たびとしても最適な「力王エアーたびフィッ
ト」。

サイズ

24.0～28.0cm

サイズ

22.5～28.0cm

サイズ

24.0～28.0cm
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神棚・上棟用品・その他20

上棟用品 #37 #10
● 他上棟用品
 　お問合せ下さい。

東芝 乾電池プロッキーツイン ピースマーカー
● アルカリ電池
　  他各種有ります。

しゅろ縄 三菱鉛筆
● 他規格有ります。

● イヤな臭いがしません。 紙に書
いてもにじみが少なく裏うつりが
しません。 

● 繰り返し使える詰め替え油性マー
カー 

カラーマグネット 荒　縄

サイズ 入　数
約4kg（2分5厘） 4巻

規　　格 入　数
大玉（約1100mm巻） 茶・黒
中玉（  約500mm巻） 茶・黒
小玉（  約100mm巻） 茶・黒

規　　格 入　数
H・HB・2H・2B 茶12本/ケース黒

商品名 規　格
矢羽根 2尺
矢羽根 3尺

柱付き上棟セット  

商品名 入　数
15φ 10個入
20φ 8個入
30φ 5個入 
40φ 4個入
50φ 3個入
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完全チョーク

マーキングチョーク

ホームチョーク

ノンダストチョーク

天神 セラミックチョーク（炭酸カルシウム製）

ウォーターチョーク

チョーク21

書き味滑らか　徳用箱

小箱タイプチョーク 雨に濡れても消えない
規　格

10本入×20箱

規　格
10本入×20箱

特殊コーティングにより手が汚れな
い従来のチョークの約三倍長持ち

表面特殊コーティングにより粉が
手につかない。

規　格 色
72本入/1ケース 白・赤・黄

規　格 色
100本入 青・白・黄・赤

規　格 色
10本入×8ケース 白・赤

規　格 色
10本入×20箱 白・赤

コンクリート・木材・ 鉄などの
マーキングに 適しています
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NETIS登録商品 ※NETISとは、国交省の新技術提供システムを指します。

産業用シート 産業用テープ

● グランドバリアクロス(防草シート)

● 10年シート(#13000) ● タテヨコカットテープ

● スノーテックス ● やわらか発泡テープ

● 耐候性大型土のう ● UVブラック土のう

● 標識大型土のう ● UV土のう

遊休地の保護、メガソーラー、法面養生等に。
規格：1.0x50m、2.0x50m
他の幅は都度取り寄せとなります。
その他の幅 (0.5m,0.75m,1.5m,3.0m)
※オプションで杭もご用意しております。

強度、耐候性、防炎性、
防水性を兼ね
備えた長期養生用のシート。
色調：表 OD グリーン /
　　　裏ブラック。
※別注品のみとなります。

タテにも切る事が出来る
手切れ性抜群の養生テープ。
グリーン　50mm × 25m 巻
ナチュラル　50mm × 25m 巻

光反射率が高く、遮熱効果を 
有した白色シート。 
ハウス天幕や資材カバー等に。 
※別注品のみとなります。 

2mm 厚の発泡を張り合わ
せた養生用テープ。タテに
も切る事ができます。
100mm 幅× 8m 巻など。

・ブルーシート（ターピー）
・土のう（スーパー土のう、ＵＶブラック土のう）
・ソフトメッシュ（グリーン）
・エコサーティシート（＃ 4000 シルバー、＃ 5000 ＯＤ）
・トラックシート（エステル帆布、ターポリン）
・グランドバリアクロス（防草シート）
・耐候性大型土のう（1 年もの）
まだまだございます。お問合せ下さい。

・ブルーシート（＃ 2500、＃ 3000、＃ 4000）
・ＵＶシート（＃ 4000、＃ 5000、＃ 7000）
・防炎シート（ＰＥ防炎、塩ビ防炎、透光防炎）
・防音シート（ＰＯ、エコ、塩ビ）
・メッシュシート（ソフトメッシュ、ストロングメッシュ）
・ＵＶクリア、スノーテックス、10 年シート
・トラックシート（エステル帆布、ターポリン）　　…etc．
平シート、パレットカバーなど、1 枚から承ります。

約 3 年の耐候性を実現 !!

約 2 年の耐候性。

在庫商品 別注品承ります!!

シート類・テント・養生・梱包材22
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遊休地の保護、メガソーラー、法面養生等に。
規格外の幅として 0.5m、0.75m、1.5m、3.0m 有り。
規格外幅は都度取り寄せとなります。
※オプションで杭もご用意しております。

サ�イ�ズ
48X62

対候年数
SP 約1年
UV 約4年

UVブラック 約5年

対候年数
マクラ土のう 約1年
UVブラック 約5年

規��格
1.0X25m、50m
2.0X25m、50m

サ�イ�ズ
25X90

袋物、コンテナバッグ23

グランドバリアクロス（防草シート）

コンテナバッグ

国産土のう

土納

国産マクラ土のう

ＰＰガラ袋（ベージュ/透明）トラ土納
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●反転フック付 ●フタ付 ●10個入●ワンウェイタイプ

●SP土のう ●UV土のう ●UVブラック土のう

●1100φ×1080H 投入口全開 ●860□×1200H ●1100φ×1080H
　投入口全開　排出口450φ

大量の砂や土砂などを入れて運んだり、移動させたり、
また積み上げて土留めとして使うのに適しています。

土木・河川工事での必需品。
排水口が無いものに関して
は底部に反転ベルトを付け
ております。ワンウェイタ
イプ。他にも特殊サイズや
特注サイズの
取り扱い可能
です。

● 現場用雑袋　　
● 200枚入り　

● 高品質の国産品 ● 土木現場の必需品
● 200枚入り　● 国産品、輸入品ございます。お問合わせください。
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袋物、コンテナバッグ

●1100φ×1080H
　投入口全開　排出口450φ

防音シート

エステル帆布トラックシート

和みシート

国防色　綿シート

#3000　厚手ブルーシートS

UVメタリックシルバーシート

ターピーソフトメッシュシート

● 別注製作可能。 ● 他サイズあります。

● 防音性に優れ、隙間の出来ない特殊な繋ぎ目構造
になっています。従来のビティ枠、単管パイプに利用
できると共に、様々なスペースにも養生ができます。
特殊防災加工・防水効果も施していますので、安心し
てご使用いただけます。
建築現場はもとより、工場などの騒音防止にも使用で
き、特殊防災加工・防水効果も施していますので安心
してご使用いただけます。

サイズ
1.8×3.4m

1.8×3.6m

1.8×5.1m

1.8×5.4m

3.6×5.4m

サイズ
1.8X1.8m

1.8X2.7m

2.7X3.6m

3.6X5.4m

サイズ 入数
1.8X3.6m 25

2.7X5.4m 14

3.6X5.4m 10

5.4X7.2m 5

7.2X9.0m 3

10.0X10.0m 2

品番 サイズ
1号 1.9X2.1m

2号 2.3X3.5m

3号 2.5X2.6m

4号 3.0X3.7m

材　質 ＰＶＣ+ポリエステル

厚み・重量
1ｍｍ±0.1 ・ 約1200（ｇ/㎡）

0.5ｍｍ±0.05 ・ 約600（ｇ/㎡）

0.4ｍｍ±0.05 ・ 約500（ｇ/㎡）

規格・

サイズ

1ｍｍ厚　1.8×3.4　300P

0.5ｍｍ厚　1.8×3.4　300P

0.5ｍｍ厚　1.8×5.1　300P

0.4ｍｍ厚　1.8×3.4　300P

サイズ 入��数
1.8X3.6m 25

2.7X5.4m 14

3.6X5.4m 10

5.4X7.2m 5

7.2X9.0m 3

10.0X10.0m 2

サ　イ　ズ
NO.1　2.1×2.2m NO.4　2.6×3.6m

NO.2　2.1×2.8m NO.5　3.0×4.5m

NO.3　2.1×3.3m
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防炎シート

実厚ポリフィルム 片面ダンボール

メッシュヒモ

透湿シート ポリフィルム

チューブバンド テント

Kシート（輸入ブルーシート）

平ゴムロープ

床養生シート ホワイト養生シート

● トラックシートの
　 必需品

● 他サイズあります。

● 他サイズあります。

● 他サイズあります。お問合せ下さい。

● 農ポリシートもございます。

色
ホワイト・グリーン・

ブルー・グレー

サイズ 60cm

入　数
1束/1000本
箱/5000本

サ�イ�ズ 入　数
約1.8m×1.8m 10枚 

約3.6m×5.4m 5枚

約5.4m×7.2m 2枚

約10.0m×10.0m 1枚

サ�イ�ズ 入　数
♯30×1.8×100m 5本/束

♯50×1.8×100m 2本/束

♯100×1.8×50m 2本/束

♯150×1.8×50m 2本/束

♯150×2.0×50m 2本/束

♯200×1.8×50m 2本/束

♯200×2.0×50m 2本/束

サ�イ�ズ
0.15×1.8×50m

0.15×2.0×50ｍ

0.2×1.8×50ｍ

0.2×2.0×50ｍ

サ�イ�ズ 入　数
約3.6m×5.4m 10枚

約5.4m×7.2m 5枚

約10.0m×10.0m 2枚
規　　格

両面ラミ 1m×50m

規　　格
両面ラミ 1m×50m

サ�イ�ズ
3.6m×5.4m 2.7m×3.6m

サ　イ　ズ
18m/m×20m

25m/m×25m

18m/m×40m

サ　イ　ズ
TT-60

TT-90

TT-200

建物外部からの浸入を許さない高い防
水性と、内部の湿気を外へ逃がす透湿
性を備えています。 防風性があり、冷
暖房効率を高めます。
強くて軽く、耐久性に優れています。
通常は「防風・防水・透湿シート」の
印刷入りとなっております。

建築現場・各種イベントなどに
使われている仮設テント。
名入製作も出来ます。
お問い合わせ下さい。

規　　格
厚み0.16ｍｍ×幅1000ｍｍ×長さ50ｍｍ

建築・土木現場など幅広い用途で
使われています。

ストレッチフィルム コンクリート養生マット エアパッキン PPバンド 16m/m・19m/m

荷物運送時の荷く
ずれ防止などによ
く使用されている
フィルム。

● 梱包資材として使用目的は
　 多彩。

● 梱包資材の定番品

● 他 各規格あります。

● 梱包用テープとして
　 使用されるPPバンド

規　格
1.2×42m

規　格
300m/m巾
500m/m巾

規　格 色
15.5m/m×1000m 青

・
黄

15.5m/m×2500m
19m/m×1000m

袋物、コンテナバッグ
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ワイヤークリップ 捻
ね じ

込みシャックル 重量フック ターンバックル

各種ワイヤー

番線

国産一輪車

インカ ヘビーラウンドスリング

箱入り番線

輸入一輪車

インカ リフティングスリング

足場ゴムバンド（当社規格品）

台車

現場用品24

規　格
3ｍ/ｍ～25ｍ/ｍ 他多数ラインナップ有り

規　格
6～50ｍｍ 他多数ラインナップ有り

規　格
0.35ｔ～20ｔ

アイスプライス加工

圧縮止め（ロック止め）加工

各種サイズ

各種サイズ

両フック

両アイ

ストレート

バネ付

● 特殊ワイヤー制作承ります。

● 各種サイズございます。お問合わせください。 ● 各種サイズございます。お問合わせください。

● インカ ヘビーラウンドスリングは、
高強力ポリアリレート繊維“ベクトラン”

（㈱クラレ製）を使用することにより、
超重量物を吊り上げることができる「力
強さ」と、吊り荷に傷をつけずに楽に作
業できる「優しさ」という二つの相反し
た特性を可能にした吊り具です。

● 他 輸入一輪車有り
● 別冊カタログあります。
　 お問合わせください。

規　　格
浅　型

深　型

規　　格
浅　型

深　型

規　格 入　数
Ｌ＝800Ｗ 200本

規格 重さ
#10

25kg
#12
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Φ48.6専用クランプ

垂木止めクランプ

ジャッキベース

兼用クランプ

垂木止めクランプ45

カベツナギ

直線ジョイント

ロックジョイント

抜け止めクランプ

ボンジョイント

固定ベース

マイティキャッチ

● 直交・自在

● 足場として使用時はピン付
    きパイプをご使用ください。● 固定・自在・平行 ● 固定・自在・平行

● 直交・自在
● 仮設工業会認定品

● 仮設工業会認定品

● 仮設工業会認定品
● 規格：φ48.6・φ42.7兼用

● 仮設工業会認定品

● 仮設工業会認定品

● 垂木サイズフリー ● 垂木サイズ45ｍｍ以下

● 仮設工業会認定品 ● 仮設工業会認定品 ● 足場には使用出来ません

ロックジョイントのメリット
在庫の簡略化
安全性の向上

抜け止めクランプのメリット
・ナットの取れ難いボルトを採用
・高所作業時の安全性向上
・メンテナンスの簡略化

マイティキャッチのメリット
・横ブレ、振動にも強い
・ボルト１本で自由自在
・在庫の簡略化

型式が伸縮範囲を示しています。 おすすめ商品 おすすめ商品

規　格 Φ48.6ｘΦ48.6
入　数 30個
重　量 0.7Kg

規　格 Φ48.6用
入　数 30個
重　量 0.7Kg

型 入　数
HG-16-20型 25本
HG-19-25型 25本
HG-24-34型 20本
HG-33-52型 15本
HG-50-72型 10本
HG-70-92型 10本

HG-90-112型 10本

規　格 Φ48.6用
入　数 25個
重　量 0.69Kg

規　格 φ34ｘ380L
入　数 6本
重　量 3.3Kg

規　格 Φ48.6・Φ42.7兼用
入　数 50個
重　量 0.4Kg

規　格 Φ48.6・Φ42.7兼用
入　数 50個
重　量 0.44Kg

規　格 Φ48.6・Φ42.7兼用
入　数 30個
重　量 0.7Kg

規　格 Φ48.6用
入　数 30個
重　量 0.55Kg

規　格 Φ48.6用
入　数 30個
重　量 0.6Kg

● 受注生産品となります。

● 固定・自在・垂直・平行
　 全て対応品

● 仮設工業会認定品
● 仮設工業会認定品
● ハサミしろ：6ｍｍ～30ｍｍ

規　格 Φ48.6・Φ42.7兼用
入　数 30個
重　量 0.7Kg

規　格 Φ48.6・Φ42.7兼用
入　数 20個
重　量 1.12Kg

● 単管パイプ側面の保護材 ● クランプを保護し
　 安全性もバツグン
● 非塩ビ　燃やしても
 　有毒ガスを発生しません
※ 柔軟性・耐寒性にマル。　

入　数
200個

キャッピカ単管パイプ ソフトカバー

● 各種サイズございます。お問合わせください。

クランプ・単管パイプ25
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兼用脚立【MCX】シリーズ 兼用脚立【ＪＯＢ−Ｅ】シリーズ

専用脚立【ＪＯＢ−Ｅ】シリーズ 片面使用型伸縮式足場板

1連はしご【1ＣＳＭ】シリーズ 2連はしご【2ＣＳＭ】シリーズ

片面使用型足場板【ＳＴＣＲ】シリーズ 3連はしご【3ＣＳＭ】シリーズ

はしご状態

踏ざん形状
（60㎜幅）

踏ざん60㎜

MCX-180A

JOB-240E

JOB-180E

● 最大使用質量100㎏
● スタンダードタイプの「はしご兼用脚立」
● 最軽量モデル

● 最大使用質量100㎏
● 昇降しやすい両面幅広踏ざん60mm
● 滑り止めキャップの材質に「エストラマー」を採用

● 最大使用質量100㎏
● スタンダードタイプの１連はしご
● 【JIS1000形】規格品

● 仮設工業会認定、スタンダードタイプの足場板
● 最軽量タイプ
● 最大使用質量120㎏ ／ 支持間隔は1800mm以下

● 最大使用質量100㎏
● スタンダードタイプの2連はしご
● 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構採用

● 50mmピッチで伸縮する、コンパクトな伸縮式足場板
● 軽量タイプ

● コンパクトに収納でき、3CSM-67／3CSM-77は軽自動車
　 に積載可能（3CSM-87は普通自動車に積載可能）

● 最大使用質量100㎏
● 脚立・はしご両使用時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん60mm
● 滑り止めキャップの材質に「エストラマー」を採用

型式 天板の
高さ（m）

はしごの
長さ（m）

設置寸法（mm） 質量
（㎏）昇降面（W） 奥行（D）

MCX-60A 0.51 1.11 416 491 2.4

MCX-90A 0.81 1.72 469 669 3.1

MCX-120A 1.1 2.33 522 847 4.1

MCX-150A 1.39 2.96 577 1035 5.5

MCX-180A 1.68 3.57 630 1214 6.7

MCX-210A 1.97 4.18 684 1392 8.6

型式 天板の
高さ（m）

設置寸法（mm） 質量
（㎏）昇降面（W） 奥行（D）

JOB-240E 2.27 731 1575 10.2

JOB-270E 2.56 784 1753 11.8

JOB-300E 2.85 838 1931 13.2

JOB-330E 3.14 891 2110 15

JOB-360E 3.43 945 2289 17

型式 全長（ｍ）
外寸（mm） 質量

（㎏）最大外寸 支柱外寸
1CSM-24 2.37

431 412

4.5

1CSM-30 2.97 5.5

1CSM-37 3.65 6.5

1CSM-40 3.99 7

1CSM-50 5.01 8.6

型式 天板の
高さ（m）

はしごの
長さ（m）

設置寸法（mm） 質量
（㎏）昇降面（W） 奥行（D）

JOB-60E 0.52 1.12 410 495 2.8

JOB-90E 0.81 1.73 464 673 3.7

JOB-120E 1.1 2.34 517 851 4.7

JOB-150E 1.39 2.96 571 1039 6.4

JOB-180E 1.68 3.57 625 1218 7.7

JOB-210E 1.98 4.18 678 1397 9.8

型式
はしご長さ 外寸（㎜） 質量

（㎏）全長（ｍ） 縮長（ｍ） 最大外寸 支柱外寸
2CSM-46 4.59 2.89

431 412

10.3

2CSM-53 5.27 3.23 11.3

2CSM-60 5.95 3.57 12.8

2CSM-67 6.63 3.91 14.8

2CSM-74 7.31 4.25 16.3

2CSM-80 7.99 4.59 18.1

型式 全長（ｍ） 幅（㎜） 厚み（㎜） 外寸（㎜） 質量
（㎏）

STCR-124 1

240 32

2点

1.9

STCR-1524 1.5 2.8

STCR-224 2 3.9

STCR-2524 2.5

3点

4.6

STCR-324 3 5.7

STCR-424 4 7.6

型式 全長（ｍ） 縮長（ｍ） 質量（㎏）
3CSM-67 6.67 3.27 18.4

3CSM-77 7.69 3.61 20.3

3CSM-87 8.71 3.95 22.2

「JOB-330E・360E」は
開き止め金具は交差式

お勧め商品

お勧め商品

型式 伸長（ｍ） 縮長（ｍ） 有効幅（㎜） 厚み（㎜） 質量（㎏）
STFD-2025 2 1.15 252 58 5.5

1CSM-40

STCR-324

積載状態 3CSM-67

2CSM-74

 エンドレス機構

STFD-2025

脚立26
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スパンテトロンロープ

トラロープ PPロープ

ハイクレロープ

ポリロープサイザルロープ

● 他サイズあります。 ● 他サイズあります。

● 他サイズあります。

● 他サイズあります。

（単位  mm×m） （単位  mm×m）

（単位  mm×m）

（単位  mm×m）

サイズ

9×15 10×15 12×15
9×20 10×20 12×20
9×25 10×25 12×25
9×30 10×30 12×30

サイズ

9×15 12×20
9×20 12×25
9×25 12×30
9×30

サイズ
9×  50 12×  50
9×100 12×100
9×200 12×200

サイズ
9×20 10×15 10×30 12×30
9×25 10×20 12×20
9×30 10×25 12×25

丸物
サイズ

6×  50 8×  50 9×  50 12×  50 16×  50
6×100 8×100 9×100 12×100 16×100
6×200 8×200 9×200 12×200 16×200

丸物
サイズ

6×  50 8×  50 9×  50 12×  50 16×  50
6×100 8×100 9×100 12×100 16×100
6×200 8×200 9×200 12×200 16×200

丸物
サイズ

6×  50 8×  50 9×  50 12×  50 16×  50
6×100 8×100 9×100 12×100 16×100
6×200 8×200 9×200 12×200 16×200

丸物
サイズ

6×  50 8×  50 9×  50 12×  50 16×  50
6×100 8×100 9×100 12×100 16×100
6×200 8×200 9×200 12×200 16×200

サイズ
5mm 6mm 7mm
8mm 10mm

（単位  mm×m）

ロープ27
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コーンバー Wボード

スコッチコーン A型バリケード

コーンベッドカラーコーン

● カラー
　 バリエーション ● ①コーンバー34φ  1.5m

①

② ③ ④

● ②コーンバー34φ  2.0m

● ③コーンバー34φ  3.0m

● ④コーンバー54φ  2.0m

● コーンバー  スライド式

（黄/黒）（赤/白）（青/白）（緑/白）

（黄/黒）（赤/白）（青/白）
（緑/白）（黄/白）

（黄/黒）

（黄/黒）（赤/白）（緑/白）

最短 1.2m～最長2m
（黄/黒）（赤/白）（青/白）（緑/白）

高　さ 重　量 入　数
70cm 約1.0kg 25本

重　量 入　数
約2.0kg 10枚

高　さ 重　量 入　数
70cm 約1.0kg 25本

サイズ 入　数
800mm×1,200mm 5台/1束

保安用品28
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CMF-330SHS(IV型)

32-224

JSクランプD 

● 450×600mm
● 木製
● 別紙カタログ
　 ございます。

● 乾電池仕様保安灯用
　 クランプ
● 39.5～41mmφ対応
　 (保安灯)

バルーン投光機 ソーラー式LED電光板 ソーラービックラブ シリウスライト

・色：赤/白反射
・幅(mm)：350
・高さ(mm)：700
・先端カットタイプ
・サイズ： W350×H700
　　　　×D350mm
・先端径：Φ40

● 他 多種類あります。
　 お問合せ下さい。

投光器

2色工事灯

PVCソフトスマートコーン

黒板

回転灯

LEDマルチライト

コーンキャップⅡ

記録紙付KYボード

規　　格

300W 
5m コード付

10m コード付

500W
5m コード付

10m コード付
色

イエロー レッド

保安用品
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10セット/1ケース 11-144

スタンド式スイガラ入れ

安全ミラー 矢印板樹脂（赤／白）

ガードフェンスGF

消火器ボックス消火器

● H785×W210×D215mm

● 材質
　 硬質樹脂

ピンポール シグナルスタンドECO木製ポール
規　格 入　数
2m 20本

サイズ
6×300
6×500
6×600
8×1000

保安用品
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路上工事看板

蛍光高輝度反射式スリムSLF標識

蛍光オレンジ高輝度
看板･SLX・YLX

マンガ看板
● 別冊カタログあります。

保安用品
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アクリル気密防水テープ（片面） アクリル気密防水テープ（両面）

● 各サイズあります。
● 各色あります。

● 手で簡単に切れ作業性に優れます。
● 季節を問わず、強力な粘着性を発揮し
　 ます。  
● 透湿シートの他、断熱材などにも強力
　 に接着します。

● 手で簡単に切れ作業性に優れます。 
● 季節を問わず、強力な粘着性を発揮し
　 ます。  
● 透湿シートの他、断熱材などにも強力
　 に接着します。
● 合紙を使用しておらず、ゴミの削減にも
　 なります。
● ＮＹＧ協会推奨品です。 

● 主に空調工事などに
　 よく使われているテープ。
　 使用目的は多彩。

● 塗装時のマスキングテープに
　 ポリフィルムが付いている
　 便利なテープ。

● 用途に合わせたラインナップ シート破れ、水漏れ仮補修など作業現場
の困った時に。

● 規格 ： 50㎜幅×25ｍ
　　　　  厚み 0.22
● 色 : シルバ－、オリ－ブ

補修作業に求められる高い粘着性と、作
業効率性を考えたテープです。
耐水性・強粘着　粘着剤.ゴム系
● 規格 ： 48㎜幅×10ｍ
　　　　  厚み 0.25
● 色 : シルバ－、オリ－ブ

規　格
19×10
19×20

品番 ＡＷ‐02
規格 50㎜×20m巻

厚さ（㎜） 0.195
粘着剤 アクリル系粘着剤
包装 1巻ピロー包装
入数 30巻入れ

品番 ＡＳ‐02
規格 50㎜×20m巻

厚さ（㎜） 0.158
粘着剤 アクリル系粘着剤
包装 5巻シュリンク包装
入数 30巻入れ

● 危険箇所の区分けが簡単にできます。
● 在庫スペースを取らず、 
　 経済的にも安価。

● キケンテープ(ノリなし)

● 反射トラテープ(他色・他サイズ有り)

規　格 入　数
60幅×50m巻 30巻(一巻ずつ袋入り)

規　格 入　数
45W×10m巻 24巻
90W×10m巻 12巻

150W×10m巻 6巻

テープ類29

キケンテープ/反射トラテープ

ビニールテープ

マスキングテープ

コロナマスカーミニ

OKテープ

アルミテープ

現場テープ
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布テープ　Ｎｏ.110

防水ブチルテープ（両面） BD強力両面テープ BD強力ボード用両面テープ

ボイドテープ

布テープＮｏ．111

両面テープ

ＰＥクロス養生テープ

布両面テープ

● 汎用布テープ
● 重ねて貼れる
● 油性インクで字が書ける
● 手で切れる
● 色：クリーム

● ブチルゴムがベースであり対候性に優れます
● 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよく 
　 なじみます。
● 防水・防湿効果を兼ね備えており、防水工事や 
　 自動車板金などに幅広く使えます。

● 初期接着に優れたボード用仮止め一次接着用
● 無溶剤硬化型両面テープ 
● 透湿シートの他、断熱材などにも強力に接着します。

● ボード用仮止め一次接着用両面テープに接着します。
● 凹凸面への密着性良好

● 粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます
● 透明性があり、ボイド管に印刷部を
　 合わせやすくしております
● ボイド管に合わせ、手際よく貼る事が出来ます
● ボイド管のサイズに合わせ、４サイズ用意しました
● 色：ＬＧ

● 糊厚があるので粗面にもよくなじみます
● 重ねて貼れる
● 油性インクで字が書ける
● 手で切れる
● 色：クリーム

● さまざまなニーズにフィットします
● 強い粘着力

● 手で簡単に切れ使いかってが良い
● 糊残りがしにくいため、仮止めに最適。
● ポリエステル／ポリエチレン織布の基材ですので 
　 強度に優れています。
● 色：ＬＧ

● カーペット、ポスターの固定に最適
● 粘着力が強く、糊厚があるので、 
　 粗面にもよく馴染みます
● 良質の布基材を使用していますので、
　 耐久性も高いです

品番 ＢＷ‐01
規格 50㎜×20ｍ巻
厚さ（㎜） 0.5
粘着剤 ブチルゴム粘着剤
包装 ピロー包装
入数 16巻入れ

品番 ＃110
規格 50㎜×25m巻
厚さ（㎜） 0.18　
粘着剤 ゴム系粘着剤
包装 ピロー包装
入数 50巻入れ

規格
①50、②100、 

③150、④200　Φ
厚さ（㎜） 0.17
粘着剤 アクリル系粘着剤
入数 ①24巻、②16巻、③④8巻

品番 ＃111
規格 50㎜×25m巻

厚さ（㎜） 0.18　
粘着剤 ゴム系粘着剤
包装 ピロー包装
入数 30巻入れ

品番 ＺＡ
規格 各種
粘着剤 不織布
包装 ピロー包装

品番 ＃412
規格 50㎜×25m巻

厚さ（㎜） 0.15
粘着剤 アクリル系粘着剤
包装 ピロー包装
入数 30巻入れ

品番 ＃541
規格 50㎜×15m巻

厚さ（㎜） 0.55
粘着剤 スフ
包装 ピロー包装
入数 30巻入れ

容量
1.1mm厚× 

20mm巾×10m長
入数 10巻×4箱

容量
1.1mm厚×

20mm巾×10m長
入数 10巻×4箱

無溶剤硬化型

テープ類
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生コン関係30
乾燥生コン

石　灰

ポルトランドセメント

常温合材

砂利入生コン

乾燥生コン

川砂利・砂

塩カルローデックK粒状

規　格
10kg 20kg 25kg

規　格 備　考
1.2kg 超速乾セメント
1.5kg 白セメント
2kg
5kg

商品名 規　格
川砂利 20kg
川　砂 20kg

規　格
25kg

規　格
20kg

規　格
20kg

規　格
30kg

規　格
25kg
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セメント混和剤31
防水剤

アーローＱ／エース

防凍剤/防凍剤SS

急結剤

タイト・グラスター（超速硬無収縮モルタル）

新両用剥離スーパー サクビ45

● 200㎏ドラム
● 18㎏缶
● 4.5㎏×4缶/箱
● 1.8㎏×8缶/箱
● 1㎏×10缶/箱

● 200㎏ドラム   ● 18㎏缶   ● 5kg×4缶／箱

［アーローＱ］
● 20kg缶（5㎏×4袋）
● 18kg箱（3㎏×6袋）
標準型 / 促進型

［アーローＱエース］
● 20kg缶（5㎏×4袋）
3分型 / 10分型
標準型 / 促進型

● 200㎏ドラム
● 18kg缶
● 4kg×4缶／箱
● 1.8kg×8缶／箱
● 1kg×18缶／箱

● 18L缶

セメントの水和物と反応して
防水性を付与する
セメント改質・混和型防水剤

急速硬化する瞬結セメント
　　　　止水・充填・緊急補修用

寒冷期のセメントモルタル凍結防止用混和剤

止水、充填、据付、補修・・・
あらゆる緊急セメント工事に。

マンホール嵩上げ
ポール・フェンスの基礎の固着

木鋼製兼用
コンクリート型枠用剥離剤

● 25kg袋
● 5kg×4袋／箱
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木材防腐剤32

アクア　アリゾール

コールタール

木材防腐剤　クレオトップ

アリシス アリ退治スプレ−ネオアリシス 

キシラデコール

ワシンフロアー S

トタン・金属防錆防食・木部防水効果

防虫駆除効果

屋外の木製製品の防腐

規　格
2.5kg
16kg

品　名 容　量
ワシンフロアーS 

ツヤアリ
0.7L
2L

ワシンフロアーS 
半光沢

0.7L
2L

容　量
4L

16L

容　量
2.5L
16L

色 容　量
クリア 3.6L

オレンジ 15L

容　量
3.6L
18L

規　格
300ml
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目地棒・面木33

呼　称 入　数
サ　イ　ズ

A B C
KM-28S 200 9 6 7

25S 200 15 10 12
3S 100 20 15 15
5S 50 25 15 20
2S 50 25 20 20

14S 50 30 15 25
12S 50 30 20 25

1S 50 30 25 25
20S 100 20 20 15
17S 50 25 25 20
13S 50 30 20 20
18S 25 40 20 35
22S 100 15 10 10
19S 50 30 25 20
42S 25 50 30 40
21S 100 15 15 10
24S 100 15 12 13
33S 100 20 12 14
23S 100 10 10 8

4S 50 30 15 20
15S 30 40 25 30
40S 30 40 30 30

6S 100 20 10 15
41S 25 30 30 25
44S 40 30 30 20

呼　称 入　数
サ　イ　ズ

A B C
A-10 500 7 7 10

15 300 10 10 15
20 200 15 15 20
25 100 17 17 25
30 100 21 21 30
35 100 25 25 35
40 50 28 28 40
45 50 31 31 45
50 50 36 36 50

呼　称 入　数
サ　イ　ズ

A B C
中空面木15 200 10 10 15

20 200 15 15 20
25 100 17 17 25
30 100 21 21 30
35 50 25 25 35
40 50 28 28 40
45 50 31 31 45
50 50 36 36 50

呼　称 入　数
サ　イ　ズ
A B

30-D 200 10 10
31-D 100 15 15
32-D 100 20 20
33-D 50 25 25
34-D 40 30 30

呼　称 入　数
サ　イ　ズ

A B C
KM-28W 200 9 6 7

24W 100 15 12 11
21W 100 15 15 10

6W 100 20 10 15
3W 100 20 15 15
5W 50 25 15 20
2W 50 25 20 20

14W 50 30 15 25
13W 50 30 20 20
19W 50 30 25 20
20W 50 20 20 15

4W 50 30 15 20
1W 50 30 25 25

33W 100 20 12 14
15W 30 40 25 30
25W 100 15 9 12
42W 25 50 30 40
22W 100 15 10 10
17W 50 25 25 20
12W 50 30 20 25
18W 25 40 20 35
40W 30 40 30 30
44W 40 30 30 20
41W 25 30 30 25

発泡目地棒・片テーパー 発泡目地棒・両テーパー

発泡面木 角目地棒 中空面木

C

B

A

C

B

A

B

A

B

A

B

A
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建築金物

カナイ

34

35
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ビス36

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.3×25 6.0 クロメート 1,900本×6箱
3.3×30 6.0 クロメート 1,600本×6箱
3.3×35 6.0 クロメート 1,400本×6箱
3.3×40 6.0 クロメート 1,250本×6箱
3.3×45 6.0 クロメート 1,100本×6箱
3.5×50 6.0 クロメート 950本×6箱
3.8×55 7.0 クロメート 750本×6箱
3.8×60 7.0 クロメート 650本×6箱
3.8×65 7.0 クロメート 620本×6箱
3.8×70 7.0 クロメート 570本×6箱
3.8×75 7.0 クロメート 520本×6箱
3.8×90 7.2 クロメート 300本×6箱

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.3×25 6.0 クロメート 1,900本×6箱
3.3×30 6.0 クロメート 1,600本×6箱
3.3×35 6.0 クロメート 1,400本×6箱
3.3×40 6.0 クロメート 1,250本×6箱
3.3×45 6.0 クロメート 1,100本×6箱
3.3×50 6.0 クロメート 950本×6箱
3.8×55 7.0 クロメート 750本×6箱
3.8×60 7.0 クロメート 650本×6箱
3.8×65 7.0 クロメート 620本×6箱
3.8×70 7.0 クロメート 570本×6箱
3.8×75 7.0 クロメート 520本×6箱
4.2×90 7.2 クロメート 300本×6箱

細ビス  徳用箱

細ビス  10箱入

木割れ防止や堅い木などに。
用途：木＋木、石綿板＋木、ケイカル板＋木

木割れ防止や堅い木などに。 
用途：木＋木、石綿板＋木、ケイカル板＋木

単位（mm）

単位（mm）

内装ビス  徳用箱

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.8×25 8.0 クロメート 2,000本×6箱
3.8×32 8.0 クロメート 1,800本×6箱
3.8×38 8.0 クロメート 1,500本×6箱
3.8×42 8.2 クロメート 1,300本×6箱
4.2×45 8.2 クロメート 1,100本×6箱
4.2×50 8.2 クロメート 1,000本×6箱
4.2×65 8.2 クロメート 700本×6箱
4.5×75 8.4 クロメート 600本×6箱
4.5×90 8.5 クロメート 350本×6箱

4.2×100 9.2 クロメート 300本×6箱
4.2×120 9.2 クロメート 180本×6箱

単位（mm）

先端カットのネジ先が作業効率を
大幅アップ。高低の2種類のネジ山を
採用し抜群の保持力を実現。
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ビス

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.8×25 8.0 クロメート 2,000本×6箱
3.8×32 8.0 クロメート 1,800本×6箱
3.8×38 8.0 クロメート 1,500本×6箱
3.8×42 8.2 クロメート 1,300本×6箱
4.2×45 8.2 クロメート 1,100本×6箱
4.2×50 8.2 クロメート 1,000本×6箱
4.2×65 8.2 クロメート 700本×6箱
4.5×75 8.4 クロメート 600本×6箱
4.5×90 8.5 クロメート 350本×6箱

4.2×100 9.2 クロメート 300本×6箱
4.2×120 9.2 クロメート 180本×6箱

ViPスクリュービス

断熱パネルビス

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.5×38 6.8 クロメート 650本×10箱
3.5×42 6.8 クロメート 600本×10箱
3.5×50 6.8 クロメート 500本×10箱
3.8×62 7.0 クロメート 350本×10箱
4.2×75 7.0 クロメート 200本×10箱
4.2×90 7.8 クロメート 150本×10箱

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

4.2×42 8.0 クロメート 500本×10箱
4.2×45 8.0 クロメート 450本×10箱
4.2×50 8.0 クロメート 400本×10箱
4.2×62 8.4 クロメート 300本×10箱
4.5×75 8.4 クロメート 200本×10箱
4.5×90 8.4 クロメート 150本×10箱

5.1×120 9.0 クロメート 80本×10箱

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

6.0×105 12 シルバーK 100本×5袋
6.0×120 12 シルバーK 100本×5袋
6.0×135 12 シルバーK 100本×5袋
6.0×150 12 シルバーK 60本×5袋
7.0×150 12.5 シルバーK 60本×5袋
7.0×180 13 シルバーK 60本×5袋
7.0×200 13 シルバーK 60本×5袋

VIPスクリュービス（細）
VIPスクリュービス（枠）

従来の断熱パネルビスに比べ、頭下に数条の切り込みを入れたので、
抵抗力が少なく、しかもがっちり食い込む長物の決定版です。

単位（mm）
単位（mm）

単位（mm）

特　徴
● 皿穴処理不要・そのままできれいに仕上がる
● 簡単
● 抵抗力の40％を減少
● 『ダブルカット形状』新世紀ブランドビス

特　徴
● 高気密・高断熱の特性を有し、耐震住宅に最適。
● 首下のネジと中間ローレットで下地のない場所でも逆回しで戻ります。
● 複数部材を下穴無しで打ち抜け可能。木割れも防止。
● 表面処理には環境に対応したクロムフリーの「シルバーK」を使用。

ヘッド下部の
先端設計で
基材表面まで
きれいに沈みます

スパイラルカット・
先端カットの
Wカット方式を

採用

BDM-120D 長さによって
ローレットの数は異なります。

※1袋に1本、
　3番四角ビット付です。

断熱パネルビス
先端部分に

ドリルポイントを採用し、
ネジ山には

スパイラルカットを
付けたWカットビスです

断熱パネル専用の
新タイプビス

コーススレッド  徳用箱

太さ×長さ
d��×��L

ネ　ジ
タイプ

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.8×25 全 8.0 ユニクロ 2,000本×6箱
3.8×28 全 8.0 ユニクロ 1,900本×6箱
3.8×32 全 8.0 ユニクロ 1,800本×6箱
3.8×38 全 8.0 ユニクロ 1,500本×6箱
3.8×41 全・半 8.0 ユニクロ 1,400本×6箱
3.8×45 全・半 8.0 ユニクロ 1,100本×6箱
3.8×51 全・半 8.0 ユニクロ 1,000本×6箱
3.8×57 全・半 8.0 ユニクロ 900本×6箱
4.2×65 全・半 8.5 ユニクロ 500本×6箱
4.2×75 全・半 8.5 ユニクロ 400本×6箱
4.5×90 全・半 9.0 ユニクロ 200本×6箱

4.5×100 半 9.0 ユニクロ 160本×6箱
4.8×120 半 9.0 ユニクロ 150本×6箱

引き抜き強度は釘の5倍。粗目造作ビスのスタンダード商品。
用途 ： コンパネ＋木　石膏ボード＋木 単位（mm）
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ステンレスコーススレッド

軽天ビス

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面
処理

1ケース入数

3.8×25 8.0 全 1,050本×10箱
3.8×28 8.0 全 950本×10箱
3.8×32 8.0 全 850本×10箱
3.8×38 8.0 全 850本×10箱
3.8×41 8.0 全 700本×10箱
3.8×45 8.0 全 650本×10箱
3.8×51 8.0 全 550本×10箱
4.2×65 8.5 半 350本×10箱
4.5×75 8.5 半 300本×10箱
4.8×90 9.0 半 200本×10箱

5.5×120 9.5 半 100本×10箱

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数
カラー

(BK- ●／BKC- ●）
3.0×20 7.0 ユニクロ 1,000本×20箱 ユニクロ／カラー白
3.0×22 7.0 ユニクロ 1,000本×20箱 ユニクロ／　  －
3.5×22 8.0 ユニクロ 1,000本×20箱 ユニクロ／カラー白
3.5×25 8.0 ユニクロ 1,000本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×32 8.0 ユニクロ 1,000本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×41 8.0 ユニクロ 500本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×51 8.0 ユニクロ 500本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×57 8.0 ユニクロ 400本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.8×65 8.5 ユニクロ 300本×10箱 ユニクロ／カラー白
4.2×75 8.5 ユニクロ 200本×10箱 ユニクロ／カラー白

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数
カラー

(BK- ●／BKC- ●）
3.0×20 7.0 ユニクロ 1,000本×20箱 ユニクロ／カラー白
3.5×22 7.0 ユニクロ 1,000本×20箱 ユニクロ／カラー白
3.5×25 7.0 ユニクロ 1,000本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×32 7.0 ユニクロ 1,000本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×41 7.0 ユニクロ 500本×10箱 ユニクロ／カラー白
3.5×51 7.0 ユニクロ 500本×10箱 ユニクロ／カラー白

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面
処理

1ケース入数

3.8×25 7.3 全 1,050本×10箱
3.8×28 7.3 全 1,000本×10箱
3.8×32 7.3 全 950本×10箱
3.8×38 7.3 全 850本×10箱
3.8×41 7.3 全 700本×10箱
3.8×45 7.3 全 650本×10箱
3.8×51 7.3 全 550本×10箱
4.2×65 7.7 半 350本×10箱
4.5×75 7.7 半 300本×10箱
4.8×90 8.2 半 200本×10箱

5.5×120 8.7 半 100本×10箱

ラッパ頭タイプ

ラッパ頭タイプ

フレキ付タイプ

フレキ付タイプ

単位（mm）

単位（mm）

単位（mm）

単位（mm）

ラ
ッ
パ
頭
タ
イ
プ

ラ
ッ
パ
頭
タ
イ
プ

フ
レ
キ
付
タ
イ
プ

フ
レ
キ
付
タ
イ
プ

石膏ボードビス（コースタイプ）

太さ×長さ
d��×��L

頭径
D

表面処理 1ケース入数

3.9×25 8.0 ラスコート 2,000本×6箱
3.9×28 8.0 ラスコート 1,900本×6箱
3.9×32 8.0 ラスコート 1,800本×6箱
3.9×38 8.0 ラスコート 1,500本×6箱
3.9×41 8.0 ラスコート 1,250本×6箱

表面は高耐食性・防錆に優れる表面処理。
頭部はパテ処理用のメッシュ加工。
用途 ： 石膏ボード＋木　石膏ボード＋内装下地材

単位（mm）

ビス
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フィニッシュネイル

ロール連結

エースポイントロング

ミニビス

鉄丸くぎ　4kg

コンパネビス

ステープル状

● 各色ございます。

規　格
3.9×25
3.9×28
3.9×32
3.9×41

太さ×長さ
d��×��L

1ケース入数

4.0×32mm 570本入
4.0×38mm 480本入
4.0×41mm 455本入

規　　格 寸　　法 入　　数
APW5019L 5.0×19 150本

5025L 5.0×25 140本
5035L 5.0×35 110本
5050L 5.0×50 80本
5070L 5.0×70 60本

ドリルスクリュー 新パッケージ

品番 サイズ 品番 サイズ
No.19 #17×19 No.65 #11×65
No.22 #17×22 No.75 #10×75
No.25 #16×25 No.90 #9×90
No.32 #15×32 No.102 #8×100
No.38 #14×38 No.115 #8×115
No.45 #13×45 No.125 #7×125
No.50 #12×50 No.150 #6×150

ビス
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レンタル商品37
ソーラーLED信号機

ソーラービックラブ

ガードフェンス

三角コーン

電光掲示板

ソーラーキング ソーラーキングミニ

ソーラー昇降式LED電光盤

ライト

路上工事看板
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レンタル商品

クラウド式監視カメラ　ZM-01

アルミ兼用脚立【MCX】

１連はしご【1CSM】

クラウド式監視カメラ　PT-01クラウド式監視カメラ　NV-01

アルミ専用脚立【JOB-E】

2連はしご【2CSM】

● 画角
　 水平/55.2°
　 垂直/42.1°

● ズーム
　 最大16倍

● 画角
　 水平/90.6°
　 垂直/66.9°

● 画角
　 水平/85°
　 垂直/68°

● 夜間は赤外線
　 ライトで
　 白黒撮影が可能

● パン・チルト
　 使用時
　 水平/0°～350°
　 垂直/-30°～90°

● パン・チルト
　 使用時
　 水平/180°
　 垂直/123°

品　番
MCX-90

MCX-120
MCX-180
MCX-210

品　番
JOB-240
JOB-270
JOB-300

品　番
CSM　40

品　番
CSM　74
CSM　80
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浅型一輪車

発電機

プラ台車

仮払い機

深型一輪車

レンタル商品



高性能「太陽光発電システム」で
大幅な節電を実現！
東日本大震災・原発事故以降さらなる節電が求められ、大注目を浴びているのが『太陽光発
電』です。戸建住宅や官公庁はもちろん学校、工場やマンション、オフィスビルにいたるまで、
太陽光発電システムの導入が急増しています。
太陽光発電の高性能化により、今後さらに太陽光発電の需要増加が見込まれます。

太 陽 光 発 電 シ ス テ ム

各 種 建 材

電動工具

スチール

住 宅 設 備 関 係 他メーカー取扱ございます

他メーカー取扱ございます。



☎TEL:0299-59-3611
FAX:0299-59-3610

☎TEL:086-697-6528
FAX:086-697-6538

本　社：〒315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉1671

西日本営業所：〒710-1313 岡山県倉敷市真備町川辺1913-1

URL http://shin-do.co.jp/
Mail shindo@jasmine.ocn.ne.jp




