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品　番 容　量 入　数
エスロン
No.75

500g 10缶
1kg 6缶

品　番 容　量 入　数
エスロン
No.73

500g 10缶
1kg 6缶

品　番 容　量 入　数
エスロン
No.80

500g 10缶
1kg 6缶

品　番 容　量 入　数
エスロン
No.83

500g 10缶
1kg 6缶

品　番 容　量 入　数
エスロン
ブルー

500g 10缶
1kg 6缶

品　番 容　量 入　数
エスロン

ブルー低粘度
500g 10缶
1kg 6缶

品　番 容　量 入　数
エスロン
No.100

250g 20缶
500g 10缶

品　番 容　量 入　数
タフダイ

ン黄 1kg

品　番 容　量 入　数

Vソープ 1kg

エスロン接着剤　No.75

エスロン接着剤　No.73

エスロン接着剤　No.80N

エスロン接着剤　No.83N

エスロン接着剤　ブルー

エスロン接着剤ブルー低粘度

エスロン耐熱接着剤　100S

タフダイン　黄

Vソープ　滑剤

冬季や小口径管の接着に適した速乾
タイプです。
低粘度で、薄く均一に塗布しやすい
接着剤です。

TS接合の標準接着剤としてご使用く
ださい。
小口径から中口径まで幅広くカバー
します。

初期強度と貯蔵安定性を高めたエス
ロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用
接着剤です。
HIパイプ・ゴールド+(プラス)には必
ずNo.80N.No.83Nホワイトを使用
してください。

塗布状況の確認がしやすいホワイト
色です。
HI継手透明ブルーには.必ずNo.83N
ホワイトを使用してください。

色鮮やかなブルーで.塗りむら塗り忘
れを一目で確認できます。

接着剤ブルーの低粘度タイプです。
粘度が低く、薄く均一に塗布しやす
い接着剤です。

HTパイプ・HT継手専用接着剤
高温使用時にも高い接着力を保つ耐
熱性硬質塩ビ管

接着受口の接合用　　クボタ
　　　　　　　　　(大口径用）
農水・下水・排水用です。
水道用には使用できません。

ゴム輪受口接合用　　クボタ
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商品名 色 容　量 入　数
ヘルメ88 灰 500g 12缶

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメ55 灰 500g 12缶

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメTW 白 500g

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメH-150 灰 500g

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメS-2 黒 500g 12缶

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメH-260 灰 500g

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメH-2 黒 500g

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメH-2 黒 300g

ヘルメシール　88 ヘルメシール　55

ヘルメシール　TW ヘルメシール　H-150

ヘルメシール　S-2 ヘルメシール　H-260

ヘルメシール　H-2 ヘルメシール　H-500

給水・給湯配管用防食シール剤 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

上水・給湯配管用防食シール剤 給水・給湯・蒸気配管用防食シール剤

一般配管用 多目的配管用シール剤

蒸気配管用 無溶剤型ステンレス配管用シール剤
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商品名 色 容　量 入　数
ヘルメ403 灰 160g

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメ903 白 150g

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメ906B 灰 250g
ヘルメ906 灰 150g

商品名 色 容　量 入　数
ジョイントオイル 420ml

商品名 色 容　量 入　数
ヘルメ30-V 灰 420ml
ヘルメ30-V 灰 500g

商品名 容　量 入　数
ヘルメオイルアウトスプレー 420ml

商品名 配　管 サイズ 入　数
タイメイバント 補修セット 15A～25A
タイメイバント 補修セット 32A～50A
タイメイバント 補修セット 65A

商品名 容　量 入　数
ヘルメタイト R30 250gセット

ヘルメシール　403 ヘルメシール　903

ヘルメシール　906B ヘルメ　ジョイントオイル

ヘルメシール　30-V ヘルメオイルアウトスプレー

ヘルメ　 タイメイバンド ヘルメタイト　R-30

多目的配管用防食シール剤 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用

高性能多目的配管用 防蝕補修剤、ジョイントオイル　潤滑剤

防蝕剤 工業用強力脱脂洗浄剤

緊急補修 緊急補修剤・速硬性
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ヘルメレジン　SE-220　水中硬化型充填接着剤

ヘルメレジン　SE-280　温潤面硬化型可とう性エポキシ接着剤

ショーレジン　STE-500

ヘルメレジン　SE-260/260W　水中硬化型充填接着剤

ヘルメレジン　E-200

水中ボンド　E-380

ヘルメレジン
SE-260　(夏用)

ヘルメレジン
SE-260W (冬用)

セット容量 入　数
1kg ６セット
5kg 4セット
10kg 1セット

ヘルメレジン　SE-220
セット容量 入　数

900g ６セット
3kg ４セット

7.5kg １セット

ヘルメレジン
SE-280　(ライトグレー)
セット容量 入　数

8kg 1セット

混合比率 主剤1 : 硬化剤1
成　　分 主剤エポキシ樹脂 : 硬化剤ポリアミドアミン
外　　観 主剤 白色ペースト状 : 硬化剤 灰色ペースト状

粘　　度 23℃ 主　剤 500～700pa・s
23℃ 硬化剤 150～300pa・s

比　　重 25℃ 4～5時間
可使時間 25℃ 91 ショアD

混合比率 主剤２ : 硬化剤1
色　　調 主剤灰色 : 硬化剤淡赤褐色
比　　重 主剤1.67 : 硬化剤1.69
可使時間 10～20分
硬化条件 25℃　4～5時間
硬　　度 25℃　91　ショアD
引張強度 150kgf/c㎡

混合比率 主剤２ : 硬化剤1
色　　調 主剤灰色 : 硬化剤淡赤褐色
比　　重 主剤1.67 : 硬化剤1.69
可使時間 10～20分
硬化条件 25℃　4～5時間
硬　　度 25℃　91　ショアD
接 着 性 25℃　125kgf/c㎡
引張強度 150kgf/c㎡

乾燥面だけでなく温潤面でも施工が可能な優れた接着性、振動にも対応が出来る優れた伸縮性・
可とう性を兼備しております。また、作業性を良くするため主剤と硬化剤の混合が容易で、混合し
た製品をコーキングガンに充填することによりガン打ちも可能になりました。作業効率をアップす
るだけではなく仕上げも綺麗

用　途
配管廻り。防水充填接着や土木地下構造物の目地シール等
耐振動対策が必要な部分の充填接着剤

配管廻り等の水周りの防水・止水
コーキングに最適です
作業性をより重視した水中ボンド
タイプ

気温変化によって混合し易い様に夏用タ
イプSE-260と冬用タイプSE-260W
に分け、各タイプとも混合比率も1:1と
混合し易くなっております

配管廻りの防水・止水コーキングに最適です。
乾燥面高接着、作業性も良好

用途
配管廻り・スリーブすき間の穴埋め充填

配管廻り等の水周りの防水・
止水コーキングに最適です
濡れた部分・水中でも使える
万能タイプ
SE-220は地下水や雨水等水があ
る状態で施工が可能

用　途
配管廻り。スリーブのすきまの充填

配管廻り等の水周りの防水・止水
コーキングに最適です
振動に強い・作業性が良好・ガン
打ちも可能
ヘルメレジンSE-280は｡二液エポキシ系
の温潤面・可とう性型充填接着剤です

用　途
配管廻り。支持の接合部・マンホール廻り・スリーブのすきまの充填接着

SE-200 容　量 セット
主　剤 500g

1kg
副　剤 500g
主　剤 2.5kg

5kg
副　剤 2.5kg

エポキシ系充填接着剤

ショーレジン 容  量 セット
主　剤 10kg

20kg
副　剤 10kg

コンクリートの被着面に水中および温潤状態でもすぐれた
接着性・管廻り、水廻り、充填、補修等。 E-380 容　量 セット

主　剤 450g
900g

副　剤 450g
主　剤 3kg

6kg
副　剤 3kg

水中・温潤面充填接着用
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商品名 色 容　量 入　数
F-109 グレー 500g 12缶
F-109W ホワイト 500g 12缶
F-109R 赤茶 500g 12缶
F-109用 溶剤 500g 10缶

商品名 容　量 入　数
135B 500g 12缶

商品名 容　量 入　数
F - 119 200ml 10本

防食シール剤

一般防食シール剤

多用途シール剤

ヘルメチック　F-109

ヘルメチック　135B

ヘルメチック　F-119

シックハウス対策商品

●トルエンやキシレンを不使用
●鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤
●上水道・給油・冷温水・蒸気（150℃迄）
●JWWA　K-146　＆　K-142（上水道・給湯）
●国土交通省等仕様書　規格適合品

シックハウス対策商品

用途
●排水管・油の配管等
※上水道・給湯にはF-109、F119、333をご使用下さい

シックハウス対策商品

使用可能素材
●�ステンレス管・各種鉄管・各種ライニング鋼管・各種防食継手合金・
同管・塩ビ管・異材質の接合等
使用可能流体
●上水道（JWWA　K-146・国土交通省規格品）
●給湯（JWWA　K-142・国土交通省規格品）
●不凍液（エチレングリコール・プロピレングリコール）
●冷温水
●都市ガス・LGP等
用途
●給水、給等設備
●冷温水設備
●不凍液配管設備
●スプリンクラー設備
●ガス配管設備
●さや管やフレキ管のネジ接合



100

ヘ
ル

メ
接

着
剤

Ⅶシール・ボンド・塗料シール・ボンド・塗料

100

商品名 色 容　量 入　数
Miracle 5 グレー 333ml 10本
Miracle 5 ホワイト 333ml 10本

商品名 容　量 入　数
333 250ml 10本

金属配管嫌気性シール剤

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

ヘルメチック　333

ミラクル　5

シックハウス対策商品

用途
●スプリンクラー設置配管・消火栓配管
●給水給湯配管
●冷温水配管
●不凍液配管
●ガス配管
●油圧配管

特長
●�液状なので接合面の微細な隙間を充填し、小さな締め付け力でも
十分なシール性が得られます。"

●無溶剤ですのでオープンタイムを持つ必要がありません。
●�硬化物はゴム状で柔軟性があり、内圧や温度の変化、振動などに対
しても十分な耐性を有しております"

●耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れ金属の腐食を起こしません。
●チクソトロピック性なので垂れ落ちがなく作業性が良好です。
●取り外しが簡単で再組み立てが可能です。

シックハウス対策商品

●接着� 速乾/初期接着大/様々な材質に強力接着
●防水� 配管廻りの隙間の防水/防水下地処理
●コーキング� 狭い隙間の充填接着
●シーリング� 配管塩ビ管のジョイント/配管用シールボルト等の固定
●補修� 塩ビやプラスティックの亀裂
� 排水パイプ・FRPの漏水補修
多用途
●硬質塩化ビニール、アクリル等の各種硬質プラスティックの接着
●ステンレス等の各種金属同士及び異種金属や異材質との接着
●コンクリート、木材、陶磁器等広範囲な部材との接着
●初期接着力を必要とする接着
●熱膨張係数の異なる材質の接着
速硬化強力接着
張り合わせ可能時間塗布後2分以内、指触乾燥5分、
固定時間20分、完全硬化時間1時間
（25度、湿度50％、多孔質同士の目安時間）
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商品名 容　量 入　数
Miracle クリアー 135ml 12本
Miracle クリアー 330ml 10本

商品名 色 容　量 入　数
Miracle 4 グレー 330ml 10本
Miracle 4 アイボリー 330ml 10本
Miracle 4 ブラック 330ml 10本

Miracle 4チューブ 各色 135ml 12本

商品名 容　量 入　数
Miracle One+ 320ml 10本

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

ミラクル　4（PP）

ミラクル　クリアー

ミラクル　ワン+

シックハウス対策商品

●接着� ゴム弾性硬化/衝撃・振動に強い/凹凸に強い
� 温度変化に強い/様々な偉材質接着も可能�
●何接着材料接着� ポリプロピレンなどのオレフィン系/ゴム・FRPなど
●防水� 水廻りの防水接着/防水端末処理
� 接着面に防水性を発揮
●リフォーム工事/パイプの補修/各種修繕作業
多用途
●�床防水面や屋上防水面でのPPバンドの接着、金属支持金具の固定
防振ゴムの接着固定、室外機の架台固定など。

●CD管、エフレックス管の廻りの防水接着
●FRPタンク、PPタンク、浄化槽、グリーストラップの補修
●配管モール、カバーの接着●PPネジや金属ネジの固定
●塩ビパイプの補修●衛生陶器の接着●PP製排水マスの補修
●防水端末処理●絶縁防水●ケーブルハンガーの接着補強等

特長
●乾燥面、湿気面問わず接着が可能　●初期接着力が強い
●コンクリートに対する接着性が強固
●硬質塩ビ等のプラスティックに対する接着性が強固
●雨天での接着作業に最適

用途
●コンクリート湿潤面での接着
●排水設備廻りでの湿潤面接着　●仕官の接合
●硬質塩ビ材料の接着
●ビス打ちが出来ない場所のバンド類等の接着
●ケイカル板や石膏ボードの接着　束類、木材の接着
●各種金属の接着等

水質基準規格適合品・環境対応品
様々な用途

●コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着
●異なる材質同士の接着。
●接着面が目立たないよう各種内外装工事
●透明部材の接着
●振動を受けやすい箇所の接着
●冷熱が繰り返される箇所の接着
●凹凸のある材料の接着
●ベントキャップの接着シーリング
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用途　内装用充てん材 用途　内装・外装用充てん材 用途　内装・外装用充てん材

色 容　量 入　数
クリヤ 330ml 10本

ホワイト 330ml 10本
アイボリー 330ml 10本
ライトグレー 330ml 10本

色 容　量 入　数
ホワイト 330ml 10本

アイボリー 330ml 10本
グレー 330ml 10本

色 容　量 入　数
ホワイト 330ml 10本

アイボリー 330ml 10本
グレー 330ml 10本

シリコンコーキング 変成シリコンコーキング ウレタンコーキング

用途　防火区画2時間耐火コーキング

配合比率　主剤7:硬化剤1

用途　水膨張性コーキンク

エポキシ系接着剤

色 容　量 入　数
ホワイト 330ml 10本
グレー 330ml 10本

型　番 容　量 入　数
16115 500g 1セット

型　番 容　量 入　数
P-201 330ml 10本

型　番 容　量 入　数
16600 114g 1本

型　番 容　量 入　数
500g 1セット
1kg 1セット

型　番 容　量 入　数
No.1 20g 1
No.5 20g 1
NO.1　低粘度　ハイスピード

NO.5　超硬粘度　ゼリー状

耐火目地シーラント

デブコン　AQ

アデカウルトラシール

マジックボンド

クイックメンダー

アロンアルファ
Devcon�AQ Devcon�ステックタイプ コニシ
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用途　木材・タイル・発泡スチロール

用途　合成ゴム・皮・金属・木・プラ

特長　ALC・モルタル・カベ用充てん材

用途　金属・木材・吸音テックス

用途　合成ゴム・皮・金属・木・プラ

用途　クリヤーはガラスにその他タイル

用途　巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用

用途　屋内・屋外・凸凹面・水廻り

特長　モルタル・コンクリートの充てん材

色 容　量 入　数
灰 170ml 10本
灰 1kg 6缶
灰 3kg

色 容　量 入　数
うす黄 170ml 10本

色 容　量 入　数
アイボリー 500g 10本
ホワイト 500g 10本

色 容　量 入　数
灰 170ml 10本
灰 1kg 6缶
灰 3kg

色 容　量 入　数
クリヤー 170ml 10本

色 容　量 入　数
クリアー 50ml 10本
ホワイト 50ml 10本

ライトグレー 50ml 10本

色 容　量 入　数
白色 1kg 12本

色 容　量 入　数
クリヤー 120ml 10本

サイズ 容　量 入　数
グレー 120ml 10本

ホワイト 120ml 10本

コンクリートボンド K10

ボンド　G17

ボンドコーク

コンクリートボンド K120

ボンドGクリヤー

バスボンド

セメダイン　SG-1・L

ウルトラ多用途

変成シリコン　チューブ

コニシ

コニシ

コニシ

コニシ

コニシ

コニシ

コニシ

コニシ
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ネジ配管等の接合部に使用

品　番 容　量 入　数
5651 250ml 10本

品　番 容　量 入　数
575 250ml 10本

色　調 容　量 箱入数
ライトグレー 1kg 10個

容　量 発砲体積 フォーム色
568g 15～20L ライトグリーン

品　番 容　量 入　数
565 250ml 10本

色　調 容　量
ホワイト

200gアイボリー
グレイ

品　番 入　数
15 m 10巻

ロックタイト　5651 ロックタイト　575

プラシール　FP-01

ウレタンGSスプレー アクアスティック

ロックタイト　565

エアコンパテ

シールテープ　日東

耐火パテ標準品。国土交通大臣認定工法使用品。

天井や壁面への吹き付け、ノズルの選択によって、充填作業も行えます。
360度使えるタイプもあり。

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

一般継手用 小口径用

大口径用

品　番 容　量 入　数
可使時間 ２０分 ２０℃
硬化時間 ６０分 ２０℃
容　　量 150cc

水中でも温潤面でも接着や充填ができます

アクアステックは、２液性エポキシ系材料で乾いているところはもちろん
水中でも直接施工ができ、温潤面や水中で施工すると各分子毎に強い力
で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成し
ます。
そして、アクアステックは主剤と硬化剤が一体となっていますので計量の
必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことがで
きます。
水質基準適合品です。
各種金属・コンクリート・FRP・塩ビ等に使用できます

水漏れの緊急補修材
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Ⅶ

コ
ー

キ
ン

グ
・

ボ
ン

ド

シール・ボンド・塗料シール・ボンド・塗料

品　名 容　量
ローバルペイント 25kg／5kg／1kg
ローバルスプレー 300ml
ローバルシルバーペイント 20kg／3.5kg／1kg
ローバルシルバースプレー 420ml
ローバルアルファスプレー 420ml
メッキカバースプレー 420ml
ローバルシンナー 1L

ローバルペイント

色 容　量

グレー
20kg
5kg
1kg

赤さび 20kg

容　量
400ml
1.6Ｌ

耐熱温度 色 容量

400℃ シルバー
1kg
4kg
16kg

耐熱温度 色 容量

400℃ グレー
赤さび

1kg
4kg
16kg

サビ止め

空き缶

ペイント・ラッカーうすめ液

ハケ

オキツモ　耐熱サビ止め

ラスターバケ

容　量
4Ｌ
1Ｌ

巾
50mm
30mm
24mm
15mm
10mm

巾
100mm
50mm
30mm

スタンダードシルバー

スタンダード用下塗※JIS-K5621




