
アド・ボンドAシリーズは、建築基準法（ホルムアルデヒド対策）告示対象外ではございますが、自主試験を実施した結果、F☆☆☆☆の
基準値0.005㎎ /㎡ h（接着剤/現場施工）を下回る数値が出ましたので、安心してご使用になれます。

品　名

速乾性 アド クリップ工法併用 弾性水練り

特長
及び

注意事項

3～ 4時間でスピード硬化します。

注）+5℃～+35℃にて施工。

アド・クリップ工法®とセットで使用する事
で段差のないフロアに仕上がります。

注）+5℃～+35℃にて施工。

水練りタイプではセメント系最大級の弾性ボ
ンドです。
二重床に適しています。
注）+5℃～+40℃にて施工。

カラー グレー グレー ホワイト グレー

品　番 KBA-225108 KBA-225164 KBA-225211 KBA-225111
容　量 粉体：25kg 粉体：25kg 粉体：25kg 粉体：25kg

設計価格 ￥8,700/袋 ￥4,950/袋 ￥9,900/袋 ￥9,500/袋

塗布量
塗布面積

グレー：約￥696/m²
約2kg/m²
約12.5m²/袋

グレー：約￥396/m²
約2kg/m²
約12.5m²/袋

ホワイト：約￥792/m²
グ レー：約￥760/m²

約2kg/m²
約12.5m²/袋

塗布量
塗布面積

グレー：約￥1,740/m²
約5kg/m²
約5m²/袋

グレー：約￥990/m²
約5kg/m²
約5m²/袋

ホワイト：約￥1,980/m²
グ レー：約￥1,900/m²

約5kg/m²
約5m²/袋

塗布量
塗布面積

グレー：約￥3,480/m²
約12～ 15kg/m²
約2.5m²/袋

グレー：約￥1,980/m²
約12～ 15kg/m²
約2.5m²/袋

ホワイト：約￥3,960/m²
グ レー：約￥3,800/m²
約12～ 15kg/m²
約2.5m²/袋

貼付可能時間
（採用時目安）

最大10分
（気温約23℃にて）

最大15分
（気温約23℃にて）

最大15分
（気温約23℃にて）

硬化時間
（採用時目安）

床：約4時間　  　　
※目地詰め可能

（気温約23℃にて）

床：約48時間　　　
※目地詰め可能

（気温約23℃にて）

床：約48時間　　　
※目地詰め可能

（気温約23℃にて）

下　地 コンクリート・モルタル コンクリート・モルタル ベニヤ※・コンクリート・モルタル
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ホルムアルデヒド放散速度  0.001㎎ /㎡h未満ホルムアルデヒド放散速度  0.001㎎ /㎡h未満 ホルムアルデヒド放散速度  0.001㎎ /㎡h未満

アド・クリップ工法®対応アド・クリップ工法®対応 アド・クリップ工法®対応

内装用接着剤一覧

品　名 内装床タイル用
タイルエース床用（変成シリコーン樹脂）

硬化促進剤
PMアクセラレーター

内外装壁タイル用
タイルエースF（変成シリコーン樹脂）

特長

微弾性のため衝撃によるタイル割れが起きに
くいです。

接着層の厚い場合や注型、ポッティング、充
てん接着等の接着剤の内部硬化性を促進させ、
接着工程のスピードをアップさせます。
※タイルエース床用のみご使用ください。

速硬化品・高弾性・耐水性
JIS A 5548・5557
大型タイルに最適です。

用途 内装タイル用（床タイル） 弾性接着剤専用硬化促進剤 内外装壁タイル用（大型タイル）

カラー ホワイト ― ホワイト

品　番 KBA-RE505 KBA-RE547 KBA-RE217
容　量 白色ペースト：1.9kg（梱包：9本） 梱包：9袋 白色ペースト：2kg（梱包：9本）

設計価格 ￥2,700/本
（¥24,300/9本梱包）

￥500/袋
（¥4,500/9袋梱包）

￥2,700/本
（¥24,300/9本梱包）

貼付可能時間
（採用時目安） 40分以内／23℃、15分以内／35℃ ― 40分以内／23℃、15分以内／35℃

標準塗布量 平滑下地5㎜クシ目　1.9㎏／㎡
粗面下地7㎜クシ目　3.8㎏／㎡ ― 平滑下地5㎜クシ目　2～ 2.5㎏／㎡

主成分 変成シリコーン樹脂 ― 変成シリコーン樹脂

マーク ―

注） タイルエース床用
1.9㎏ 1本に対し
2袋まで

PMアク
内外装壁タイル用

硬化品 高弾性 耐水性

内装床タイル用

弾性のため衝撃によるタイル割れが起き

4VOC 基準適合



施工材料・副資材・工具は、原則として自社商品を対象として推奨する施工方法での性能確認を行っています。
他社商品については適合性の検証が行われていないため、必ずしも同等の性能が得られるとは限りませんのでご注意ください。

品　名

速乾性目地材 弾性目地材 弾性水練り目地材 防水目地材

AAA AAA アド・フレックス目地ゴールドアド・フレックス目地ゴールドアド・フレックス目地ゴールド

特長
及び

注意事項

・ 細かな粉末なので細目地にも入り易
いです。
・ 輸入タイルとピッタリなカラーバリ
エーション。
・ 吸水率が低いので汚れにくいです。
・ スーパーマーケットやハイウェイレ
ストラン等の重歩行床にも使用でき
ます。
・ 住宅から公共施設まであらゆる場所
に使用できます。

・吸水率が低いので汚れにくいです。
・ スーパーマーケットやハイウェイレ
ストラン等の重歩行床にも使用でき
ます。
・ 住宅から公共施設まであらゆる場所
に使用できます。
・ 硬化後も“曲げ”に対して追従性が
あり、床の動きやたわみに効果があ
ります。
・ 割れにくく、取れにくい目地材です。

・ 吸水率が低いので汚れにくいです。
・ スーパーマーケットやハイウェイレ
ストラン等の重歩行床にも使用でき
ます。
・ 二重床、床暖房やガラスモザイクな
どに使用できます。
・ 硬化後も“曲げ”に対して追従性が
あり、床の動きやたわみに効果があ
ります。
・割れにくい目地材です。

・ 耐水性があるので、汚れにくく掃除が
しやすい目地材。
・ 速乾性があり施工後3時間で歩行可能。
・ 目地が乾燥する前にスポンジできれ
いに拭き取ってください。
・ 水はきれいなものを使い、スポンジ
はこまめに洗ってください。

カラー 全７色 ― 全４色 アイアン グレー

品　番 KBA-005 ＋ カラー番号（数字３桁） KBA-105133 KBA-005G ＋ カラー番号（数字２桁） KBA-002304
容　量 粉体：5kg 液体：5ℓ 粉体：5kg 粉体：25kg

設計価格 ￥4,900/袋 ￥6,900/缶 ￥6,450/袋 ￥8,600/袋

塗布量
塗布面積

サイズ：300×300×10mm
目地幅：3mmの場合

約￥337/m² ～
約14.5m²/袋

サイズ：300×300×10mm
目地幅：3mmの場合

約￥456/m² ～
約15.1m²/袋

サイズ：300×300×10mm
目地幅：3mmの場合

約￥444/m² ～
約14.5m²/袋

サイズ：300×300×9mm
目地幅：3mmの場合

約￥127/m² ～
約67.6m²/袋

下　地 コンクリート・モルタル ベニヤ・コンクリート・モルタル ベニヤ・コンクリート・モルタル コンクリート・モルタル

品　名

エポキシ樹脂目地材 一液性内装用弾性目地材 内外装壁床用目地材

アド・エポジョイント
クリスタル アド・弾性らくらく目地 アド・ユーロジョイント

特長
及び

注意事項

・ 光の透過、反射を受け、目地がモザ
イクと同色に見えます。
・ 吸水率の高い白色大理石には、シミ
ができるため使用できません。

・ 目地を拭き取るときには充分な水を
使ってください。
・ 目地材に水や溶剤を混ぜないでくだ
さい。

・吸水率が低いので汚れにくいです。
・ スーパーマーケットやハイウェイレスト
ラン等の重歩行床にも使用できます。
・ 住宅から公共施設まであらゆる場所
に使用できます。
・ 硬化後も“曲げ”に対して追従性があ
り、床の動きやたわみに効果があり
ます。
・ 割れにくく、取れにくい目地材です。

・ 内外装の床、壁に使用できます。内
壁タイルや、乱形部材など、表面が
ラフな材料でもご使用いただけます。
・ 施工後は、－30℃～ 90℃まで耐え
られ、耐水性に優れています。
・ 床への施工の場合は、3～16mm幅
まで使用できます。
・ 5℃～35℃にて施工してください。

カラー 透明 全6色 全6色

品　番 ST-350-C KBA-4P+カラー番号（数字4桁） RYWG-30+カラー番号（数字2桁）×5
RYWA-2000（アンティークホワイト）

容　量 粉体：5kg ペースト状：5kg 粉体：25kg

設計価格 ￥19,500/缶 ￥7,100/缶 ￥7,000/袋

塗布量
塗布面積

サイズ：16×16×4.5mm
目地幅：3mmの場合

約￥7,800/m²
約2.5m²/缶

サイズ：400×400×10mm
目地幅：3mmの場合

約￥340/m²
約20.83m²/缶

標準目地入
可能面積（目安）
5～ 7m²/袋（＝1タイル）

下　地 コンクリート・モルタル ベニヤ・コンクリート・モルタル コンクリート・モルタル

内外装用目地材一覧



■石材の施工には
施工場所：内床、外床
下　　地：コンクリート、モルタル
施工方法：改良圧着貼り
■用途
●タイル、石材を床に貼る。（改良圧着）　
■成分
セメント系接着剤
■標準塗布量（5㎜厚）
4～5㎡ /袋
5～ 6kg/㎡（ケラごてNo.6）
■特長
3～ 4時間でスピード硬化します。

■使用方法（石材やタイルをモルタル下地に施工）
※ 下地の清掃後、吸水が激しい場合はアド・下地プライマーAを塗布してから
施工してください。（乾燥は1時間以内）

① ニュースピードボンドA・25kg（1袋）と水（約7ℓ）をハンドミキサーを使用
して均一になるようによく混ぜます。

※ 混合後の使用可能時間は30分です。混合後のバケツ内等で、時間をお
き、表面に膜が張った時は再度よく混ぜてください。
※施工が可能な下地の温度は＋5℃～＋25℃です。
※ 気温が10℃以下になると下地の温度が5℃以下になる事があるので注意し
てください。

② 下地にくし目ごてで、ニュースピードボンドAをコテ圧をかけ、しごき塗りを
します。
※ 塗り付け後ただちに石材を貼り付けてください。しごき塗り後5分以内で
も表面に膜が張ったら（皮張り）取り除いて再度しごき塗り後、すみやか
に施工してください。

③ 石材の裏面にもニュースピードボンドAを全面に塗り付け改良圧着貼りをし
てください。
※ズレの直しは5～10分以内で行ってください。

④ 施工後4時間で目地詰めが可能になります。（気温23℃、湿度50％）
目地詰め可能目安：（施工後）壁・床4時間後

アド・ボンドAシリーズは、建築基準法（ホルムアルデヒド対策）告示対象外ではございますが、（財）日本塗料
検査協会にて自主試験を実施した結果、F☆☆☆☆の基準値0.005㎎ /㎡ h（接着剤 /現場施工）を下
回る数値が出ましたので、安心してご使用になれます。

■石材の施工には
施工場所：内床、外床
下　　地：コンクリート、モルタル
施工方法：改良圧着貼り
■用途
●タイルや石材をモルタル、コンクリート下地
に貼る
■成分
セメント系接着剤
■標準塗布量（5㎜厚）
4～5㎡ /袋
5～ 6kg/㎡（ケラごてNo.6）
■特長
床専用ボンド。
拡がりやすく密着性に優れています。

■使用方法（石材やタイルをモルタル下地に施工）
※ 下地の清掃後、吸水が激しい場合はアド・下地プライマー Aを塗布して
から施工してください。

① アド・フラットクリップボンド・25kg(1袋 )と水・約 7ℓを均一になるよう
によく混ぜます。
※ 混合後の使用可能時間は約 90 分前後（季節により異なる）。
混合後のバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よく混ぜ
てください。（上記の混合量の範囲内で練り具合を確認しながら施工してく
ださい。）
※施工が可能な下地の温度は＋5℃～＋35℃です。
※ 気温が10℃以下になると下地の温度が5℃以下になる事があるので注意し
てください。

② 下地にくし目ごてでアド・フラットクリップボンドをコテ圧をかけ、しごき塗
りをします。
※ 塗り付け後ただちに石材、床タイルを貼り付けてください。しごき塗り後 5
分以内でも表面に膜が張ったら ( 皮張り) 取り除いて、再度しごき塗り後す
みやかに施工してください。

③ 石材、床タイルの裏面にもアド・フラットクリップボンドを薄く全面に塗り
付け、改良圧着貼りしてください。

※ズレの手直しは、20 分以内に行ってください。

④ 施工後、24 時間で目地詰め可能になります。（気温 23℃、湿度 50％）
※冬季の気温7℃湿度 20％では7日以上、養生期間をとってください。

アドクリップ工法®専用ボンド

KBA-225164（グレー 25kg/袋）
ホルムアルデヒド放散速度  0.001㎎/㎡h未満

速乾性ボンド

KBA-225108（25kg/袋）グレー：約￥1,520/㎡～（約
5㎏/㎡使用の場合）

ホルムアルデヒド放散速度  0.001㎎/㎡h未満

内装用接着剤



■石材の施工には
施工場所：内床、外床
下　　地：コンクリート、モルタル
施工方法：改良圧着貼り
■用途
●タイルや石材をモルタル、コンクリート下地
に貼る
■成分
セメント系接着剤
■標準塗布量（5㎜厚）
4～5㎡ /袋
5～ 6kg/㎡（ケラごてNo.6）
■特長
半練りタイプの弾性ボンドです。
ポリマーが多く含まれています。

■使用方法（石材やタイルをモルタル下地に施工）
※ 下地の清掃後、吸水が激しい場合はアド・下地プライマー Aを塗布して
から施工してください。

① アド・フレックスボンドゴールド・25kg(1袋 )と水・約 7ℓを均一になるよ
うによく混ぜます。
※ 混合後の使用可能時間は約 90 分前後（季節により異なる）。
混合後のバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よく混ぜ
てください。（上記の混合量の範囲内で練り具合を確認しながら施工してく
ださい。）
※施工が可能な下地の温度は＋5℃～＋35℃です。
※ 気温が10℃以下になると下地の温度が5℃以下になる事があるので注意し
てください。

② 下地にくし目ごてでアド・フレックスボンドゴールドをコテ圧をかけ、しご
き塗りをします。
※ 塗り付け後ただちに石材、床タイルを貼り付けてください。しごき塗り後 5
分以内でも表面に膜が張ったら ( 皮張り) 取り除いて、再度しごき塗り後す
みやかに施工してください。

③ 石材、床タイルの裏面にもアド・フレックスボンドゴールドを薄く全面に
塗り付け、改良圧着貼りしてください。

※ズレの手直しは、20 分以内に行ってください。

④ 施工後、24 時間で目地詰め可能になります。（気温 23℃、湿度 50％）
※冬季の気温7℃湿度 20％では7日以上、養生期間をとってください。

おすすめボンド

石材･床タイル

12mm合板
12mm合板

2層貼り

20mmパーティクルボード

アド･フレックスボンドゴールド

アドカラー･目地Aソフト（目地幅は3mmまで）

下地プライマーA

YPEタイプ：タイル貼り

割付図

捨貼合板
12＋12mm

支持脚YPE型

タイル

パーティクルボード 
厚さ20×600×1820mm

断面図

支持脚

パーティクルボード 
：20mm

合板：12mm
アド･フレックスボンド
ゴールド

タイル

下地：乾式遮音二重床万協（株）YPEタイプ：タイル貼り

二重床の施工
タイル・石貼り仕様について 下地：乾式遮音二重床　万協（株）YPEタイプ：タイル貼り

標準仕様下地構成は以下の通りです。

①パーティクルボード厚20mmの上に合板厚12mmを
2層貼。
※合板の目地は必ずずらします。
②パーティクルボードの短辺（600mm）に支持脚1本追加。

施工方法

既存の床タイルの上に、
そのまま新しい
石材やタイルを
貼りたい。

アド･フレックスボンドゴールド（25kg/袋） 
グレータイプ : KBA-225111 
ホワイトタイプ : KBA-225211
※ 白、薄い色の石材、タイルにはホワイトタイプをご使用
ください。



■石材の施工には
施工場所：内壁、内床
下　　地：コンクリート、モルタル

■用途
●石材、セラミックタイルの施工。

■特長
・細かな粉末なので細目地にも入り易いです。
・輸入タイルとピッタリなカラーバリエーション。
・吸水率が低いので汚れにくいです。
・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。

■使用方法
①カラー目地A（粉末）5kg（1袋）と水1.3ℓを混合してください。練る際には、まず水をバケツなどの容器に
入れ、その後粉末のカラー目地Aを入れ、混ぜてください。

※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）20分です。施工可能気温＋5℃～＋35℃
②専用ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
③強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。
④目地が乾燥する前に強力スポンジでキレイに拭き取ってください。（スポンジは、水を含ませてよく絞ったもの
を使用してください。）水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。

速乾性
目地材 AAA KBA-005101（ホワイト）

KBA-005102（ライト グレー）

KBA-005103（パール グレー）

KBA-005104（アン グレー）

KBA-005106（ジャスミン ベージュ）

KBA-005107（バハマ ベージュ）

KBA-005108（マグノリア ピンク）

■特長
・吸水率が低いので汚れにくいです。
・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。

・硬化後も“曲げ”に対して追従性があり、床の動きやたわみに効果があります。
・割れにくく、取れにくい目地材です。

■施工前の注意
特に濃色の目地は、色ムラを起こすことがあります。施工の際には特に次の点を注意してください。
・施工下地温度は5℃以上で施工し、目地詰め後も最低一晩は暖房等で5℃以上を保つようにしてください。
・目地詰めの前の清掃をきちんと行ってください。
・ベニヤなど特殊下地の場合は、アド・フレックスボンドゴールドなど当社製張付材をお使いください。
※粘りがあるため表面がざらざらしているタイルや石材には向きません。
※タイルや石材が圧着貼り施工されていることを確認してください。
 （点づけ施工ではクラックが発生します。）
※アドカラー目地Aとアドカラー目地Aソフトは色合いが違います。ご注意ください。

■使用方法
①石材の施工後72時間以上経過していることを確認してください。
目地ソフト A・1.25～ 1.3ℓとカラー目地A・5kg（1袋）を混合してください。
（カラー目地A単品でご使用の場合は、水1.3ℓを混ぜます。）
練る際には、まず液体の目地ソフト Aをバケツなどの容器に入れ、その後粉末のカラー目地Aを入れ、混ぜてください。

※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）20分です。施工可能下地温度は＋5℃～＋35℃
②強力ゴムごてで目地を張付材につくまでしっかり詰める。（あまり広げず、手の届く範囲まで詰めてください。）
③手の届く範囲が詰め終わったらすぐ、強力ゴムごてで余分な目地材をかき取ってください。（目地詰めしてから5分以内）
④目地材が乾燥する前（5分以内）に強力スポンジでタイル表面に残った目地をきれいに拭き取ってください。（スポ
ンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。）
水はきれいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。最後にきれいなウェスでふき上げてください。

⑤施工後48時間の養生（歩行などの振動を与えない）で軽歩行可能。（気温23℃、湿度50％）
※冬季など気温7℃湿度20％では最低3～4日間、養生期間をとってください。最低3日間乾燥させてから、養生シー
トをかけてください。

アド・カラー目地A（全7色）
設計価格 ¥4,900・5kg/袋

■石材の施工には
施工場所：内壁、内床
下　　地：コンクリート、モルタル、ベニヤ
※ベニヤ下地は、パイン材等の油分がでる材質のものは避けてください。
※床・壁共にベニヤ下地の場合は、必ずアド下地プライマーAをご使用ください。

■用途
●床暖房やベニヤなどのたわむ下地に効果的。
●ガラスタイルの施工。
●石材（磨き仕上げ）釉薬のあるセラミックタ
イル、表面を磨いた磁器タイルに使えます。

アド・カラー目地A／アド・カラー目地Aソフト共通カラーバリエーション

弾性
目地材 AAA

アド・目地ソフトA
KBA-105133
設計価格
¥6,900・5ℓ/缶

目地材の標準使用量について

（㎡）

1袋（5kg）当りの塗布可能面積（目安）

アド・カラー目地A／アド・カラー目地Aソフト共通

● アド・カラー目地A
● アド・フレックス目地ゴールド

5kg ／袋

サイズ 150 × 150 300 × 300 300 × 600 400 × 400 450 × 450 600 × 600

厚み 10 10 10 11 10 10

目地幅
3mm 7.2 14.5 19.5 17.2 21 28.1

5mm 4.3 9.6 11.5 11.6 14.2 17.3

標準混合比率　カラー目地A：目地ソフトA=5kg（1袋）：1.25 ～ 1.3ℓ

アド・カラー目地A
（全7色）
設計価格 
¥4,900・5kg/袋

約￥337/m² ～
仕上げ材 : サイズ 300× 300× 10mm
目地幅 3mmの場合 （最大目地幅 : 5mm）

約￥443/m² ～
仕上げ材 : サイズ 300× 300× 10mm
目地幅 3mmの場合 （最大目地幅 : 5mm）

内装用セメント目地材



● ボンドが固まっている場合は、あらかじめほぐしてからご使用ください。 ● パッケージのデザインは予告なく変更されることがあります。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じる
ことがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ●ご注文の際は、必ず在庫と納期を営
業担当者にお問い合わせください。

■石材の施工には
施工場所：内壁、内床
下　　地：コンクリート、モルタル、

ベニヤ
※ベニヤ下地は、パイン材等の油分がでる材質
のものは避けてください。

※床・壁共にベニヤ下地の場合は、必ずアド
下地プライマーAをご使用ください。

■用途
●床暖房やベニヤなどのたわむ下地
に効果的。

●ガラスタイルの施工。
●石材（磨き仕上げ）釉薬のある
セラミックタイル、表面を磨いた
磁器タイルに使えます。

■特長
・吸水率が低いので汚れにくいです。
・スーパーマーケットやハイウェイ
レストラン等の重歩行床にも使用
できます。
・二重床、床暖房やガラスモザイク
などに使用できます。
・硬化後も“曲げ”に対して追従
性があり、床の動きやたわみに効
果があります。

・割れにくい目地材です。

■施工前の注意
特に濃色の目地は、色ムラを起こすことがあります。
施工の際には特に次の点を注意してください。
・ 施工下地温度は10℃以上で施工し、目地詰め後も最低一晩
は暖房等で10℃以上を保つようにしてください。
・目地詰めの前の清掃をきちんと行ってください。
・ ベニヤなど特殊下地の場合は、アド・フレックスボンドゴールド
など当社製張付材をお使いください。
※表面がざらざらしているタイルや石材には向きません。
（クリーニングに時間がかかります。）
※ タイルや石材が圧着貼り施工されていることを確認してくだ
さい。（点づけ施工ではクラックが発生します。）

■使用方法
① タイル、石材の施工後 24h（夏）～72h（冬）以上経過して
いることを確認してください。アド・フレックス目地ゴールド
（粉末）5kg（1袋）と水1.3ℓを混合してください。練る際
には、まず水をバケツなどの容器に入れ、その後アド・フレッ
クス目地ゴールドを入れ、混ぜてください。
※ 混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）
20 分です。施工可能気温＋10℃～＋35℃

②専用ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。

③ 強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。
（目地詰めしてから 5 分以内）

④ 目地材が乾燥する前（5分以内）に強力スポンジでタイル表
面に残った目地をきれいに拭き取ってください。（スポンジ
は、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。）水分
が多いと、硬化不良または白華の原因となります。水はき
れいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。最
後にきれいなウェスでふき上げてください。

⑤ 施工後 48 時間の養生（歩行などの振動を与えない）で
軽歩行可能。（気温 23℃、湿度 50％）

※ 冬季など気温 7℃湿度 20％では最低 3～ 4日間、養生期間
をとってください。最低 3日間乾燥させてから、養生シート
をかけてください。

弾性水練り目地材

アド・フレックス目地ゴールドアド・フレックス目地ゴールドアド・フレックス目地ゴールド

アド・フレックス目
地ゴールド（全4色）
設計価格 
¥6,450・5kg/袋

約￥444/m² ～
仕上げ材 : サイズ 300× 300× 10mm
目地幅 3mmの場合 （最大目地幅 : 5mm）

KBA-005G01 （ホワイト）

KBA-005G02 （ライト グレー）

KBA-005G04 （アイアン グレー）

KBA-005G06 （ジャスミン ベージュ）

アド・フレックス目地ゴールド
カラーバリエーション

アド・防水目地Aカラーバリエーション

防水
目地材

■石材の施工には
施工場所：内壁、内床、外壁、外床
下　　地：コンクリート、モルタル

■用途
●石材、セラミックタイルの施工。

■特長
耐水性があるので、汚れにくく掃除がしやすい目地材。
速乾性があり施工後 3 時間で歩行可能。

■使用方法
①防水目地A（粉末）25kg（1袋）と水4.5ℓを混合してく
ださい。練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、
その後粉末の防水目地Aを入れ、混ぜてください。

※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）30
分です。施工可能気温＋5℃～＋30℃

②強力ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
③強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。
④目地材が乾燥する前（10～ 15分以内）に強力スポンジ
できれいに拭き取ってください。（スポンジは、水を含ませ
てよく絞ったものを使用してください。）水はきれいなもの
を使い、スポンジはこまめに洗ってください。最後にきれ
いなウェスでふき上げてください。

⑤施工後3時間で歩行可能。

約￥127/㎡～
仕上げ材：サイズ300× 300× 9mm
目地幅 3mmの場合

KBA-002304（アイアン グレー）

防水目地A
設計価格 
各 ¥8,600 25kg/ 袋



たわみに強く！曲げても “ 柔軟性 ”ある目地材（内壁・内床用）
磁器質タイル 陶器質タイル ガラスモザイク 目地幅2～10㎜

設計価格 ￥7,100/ 缶（5kg）

ホワイト
KBA-4P0511

ベリーブラック
KBA-4P0519

パールグレー
KBA-4P0513

ライトグレー
KBA-4P0514

パールベージュ
KBA-4P0512

ダークグレー
KBA-4P0515

● 本製品は目地材用途以外に使用はしないでください。

● 種類が異なる目地材と併用・混合はしないでください。

● 取り扱いには、防塵マスクや保護手袋を着用してください。

●  余った目地材を再度使用する場合、乾燥し、硬くなってい
る場合があります。そのまま使用すると目地割れの原因と
なりますのでご使用は避けてください。

●  余った目地材はしっかり缶のフタを閉め、高温の場所や
日差しを避けて気温で保管してください。

●  新しい目地材と余った目地材を同じ施工箇所で使用しない
でください。製造ロットで多少の色が違う場合があります。

●  冬季保管する際は、凍らないよう注意してください。

■ 使用量の目安

タイルサイズ (mm) 目地幅 (mm) 施工可能面積 (㎡ /缶 )

25 × 25 × 8 3 1.6
48 × 48 × 8 3 3.1
300 × 300 × 8 3 19.2
300 × 300 × 10 5 9.4
300 × 600 × 10 3 20.8
300 × 600 × 10 5 12.5
400 × 400 × 10 3 20.8
600 × 600 × 10 3 31.2
600 × 600 × 10 5 18.5
600 × 1200 × 10 3 41.6

一液性内装用弾性目地材
アド・弾性 らくらく目地（内壁・内床用）

■ カラーバリエーション

■ 取扱注意事項

【 用　途 】
●キッチンなどの汚れやすい場所に !
●床暖房でタイルを貼る場所に !
●二重床などマンションの床に !

●目地の色をムラなく仕上げたい !
●数回に分けて使いたい !
●タイルとの色の組み合わせを楽しみたい！
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ご使用前に、下記の項目を必ずお守りください。

□ 屋外や常時水に濡れる場所（浴室等）には使用できません。

□  吸水率が高い天然石材には、シミになる可能性がありますので使用できません。

□ 施工後の酸洗いは変色劣化するため、できません。

□ 施工後はシートで養生せず、目地を乾燥させてください。

□ 目地が完全硬化するまで１週間程度かかります。

□  日常の洗浄は、中性洗剤をご使用ください。

サンポール（塩酸 9.5%）等は表面が荒れるため使用できません。

□  汚れが残る場合はカビキラーや漂白剤を使用し、短時間で洗い流してください。

吸水率が高い天然石材には
シミになる可能性があります
のでご使用できません。

1
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たわみに強い

BAD GOOD!

何度でも使える水不要、そのまま使える

水不要

セメント目地と変わらない施工性

床暖房に使用可能
残った場合、フタをしっかりすれば、
2～ 3 ヶ月の間は使用できます。
（保管温度5℃～35℃）

床暖房

使用 保管 再使用

たわみに強く目地割れしにくい弾性目
地材です。

混ぜずにすぐ使えるペースト状なので
施工時間を短縮します。

セメントと同じようにやわらかいため、
施工性に優れています。

弾性があり、木下地の伸縮に追従する
ため、床暖房に適しています。

一般的な目地材 アド・弾性らくらく目地

1 3 汚れにくい3
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醤油や油汚れなどのシミに強い目地材
です。抗菌性、防汚性にも優れています。

醤油実験 水洗いし拭き取った様子
※汚れた場合は、早めに清掃してください。

１２時間後

▲

缶のフタを開けてそのまま使用でき
ます。一液性ですが軽くゴムごてで
混ぜてご使用ください。

やわらかめのスポンジで、表面の残り
の目地材を拭き取ってください。
目地に水分が残らないようにしてくだ
さい。

目地材をタイルの表面までしっかり
詰めてください。目地詰めが不十分
だと目地落ちしますのでご注意くだ
さい。

水を含ませた固めのスポンジで表面を
きれいにしていきます。
表面に水玉模様が残らないように、きれ
いなスポンジで清掃してください。

1. 開缶、混ぜる 4. 仕上げ2. 目地詰め 3. 目地拭き

■ 施工手順

■ 注意事項

■ 特長：6つのポイント



粉吹き防止剤
アド・パウダーガード

壁面の石材やメルスの粉吹きをガード！
素肌が衣類を汚さないので住宅や商業施設など幅広くご使用いただけます。

■用途
●アド・シャット保護A
大理石、ライムストーン・砂岩やコンクリー
ト等の吸水防止・汚れ防止・劣化保護

●アド・シャット保護B
みかげ石等の吸水防止・汚れ防止・劣化保護

■成分
フッ素とシリコーンの混合物

■販売単位
アド・シャット保護A 4ℓ×1缶／設計価格 ￥24,900

16ℓ×1缶／設計価格 ￥75,300
アド・シャット保護B 4ℓ×1缶／設計価格 ￥24,900

16ℓ×1缶／設計価格 ￥75,300

■用途
壁面に貼る天然石やメルスなど粉っぽくなる表面を防止します。

■使用方法

■製品情報
品　名 粉吹き防止剤
液　性 アルカリ性
成　分 ●界面活性剤

●溶性珪酸
●浸透助材

■使用方法
①塗布面に泥汚れ、油汚れ、水垢等が付着してい
る場合は清掃し、完全に乾燥させてください。※1

②アド・シャット保護をローラー又はハケで、石材表面
に均一に塗布し※2、5～10分放置してください。

③表面に残っているアド・シャット保護をキレイ
なウエス等でよく拭き取ってください。

④12時間位で表面は硬化します。※3

注意!!12時間以内は絶対に水や雨が当たらな
いように厳守してください。
※1 濡れていたり湿気が多いと塗布することができませ

んので、必ず充分に乾燥させてください。
※2 塗布量が少ないと浸透層が形成されませんので、ア

ド・シャット保護が濡れている間に再度塗布してく
ださい。

※3 約20℃で表面硬化には12時間、完全硬化には2日
以上かかります。

第四類第二石油類（火気厳禁）

保護

SLST-1900
設計価格 ￥16,700／缶
5kg/ 缶
1缶約 150～ 200㎡  使用目安

4ℓ缶 16ℓ缶
スプリットフェイス 32㎡／缶 128㎡／缶
磨き石材 60㎡／缶 240㎡／缶
バーナー 40㎡／缶 160㎡／缶
ライムストーン※2回塗りになります 20㎡／缶 80㎡／缶
テラコッタ※2回塗りになります 20㎡／缶 80㎡／缶

■塗布量

浸透性吸水防止剤（アド・シャット保護 A 大理石用／アド・シャット保護Ｂ みかげ石用）
アド・シャット保護 (AS-1H4A 4ℓ／AS-1H16A 16ℓ／AS-1H4B 4ℓ／AS-1H16B 16ℓ)

① ハケ及びブラシで表面
の汚れを除去します。

完成② 表面に「アド・パウダー
ガード」を希釈しない
で塗布してください。
※ ムラにならないよう
に、均一に塗布して
ください。

② 表面をウエスで軽く
拭き取ってください。

使用上の注意

●使用温度は0～60℃
●処理後6日は絶対に凍結させないでください。
●使用前に容器を良く振ってください。
●使用時にはゴム又はビニール製の手袋、保護眼鏡を着用してください。
●既にコート剤や撥水剤で処理してある場合は使用できません。
●処理以外に付着した場合は速やかに水であらい流してください。

●子供の手の届かないところに保管してください。
●本液は水溶液のため、感電もしくは漏電のおそれがある箇所では使用しないでください。
●本液はアルカリ性のため、銅・アルミニウム等非鉄金属には付着させないでください。
●誤って飲んだ場合は、無理に嘔吐せず、医師の手当てを受けてください。
●眼に入った場合は清浄な水で洗浄し、医師の手当を受けてください。
●皮膚に付着した場合は石鹸を用いずヌルヌル感が無くなるまで水で洗い続けてください。異常が残る場合は医師の手当てを受けてください。



■使用方法

施工

■用途
下地と仕上げ材を分離し、気温や湿度の変化による水平方向に伸縮する下地に施工することがで
きます。

■材質
ポリプロピレン

下地の伸縮によるひび割れを抑止します。

下地が安定していてチリ等がな
い事を確認し、3mmのクシゴ
テでアド・フレックスボンドゴー
ルドを塗布してください。

フリース布地が下部になるよう
にアド・フレックスボンドゴール
ドとしっかり接着してください。

壁際やシート同士のジョイント
部はアドケラシート接着テープ
を使用して接合してください。

仕上げ材はアドケラシート CI
の上にアド・フレックスボンド
ゴールドで改良圧着貼りにて
直接施工できます。

幅1,000mm×長さ 30M×厚み 3mm
CIPP30 　設計価格 ￥69,000/ロール

幅150mm×長さ 50M×厚み 0.15mm
WPFB50 　設計価格 ￥20,000/ロール

アドケラシートCⅠプラス アドケラシート接着テープ

石材

アド・フレックスボンドゴールド

石材

アドケラシートCⅠプラス

■用途
石材、タイルのしつこいシミ、油汚れ除去。
石材やタイルに塗られた樹脂ワックスの剝離。
浴場の石けん、皮脂によるヌメリの除去。
その他あらゆる箇所の油汚れ除去。
※塗装面、アルミ材には使用しないでください。

■成分
高級アルコール系界面活性剤、非イオン界面
活性剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム

■希釈目安
アド・NS-7 1 ： 水 3～10倍

■販売単位
2ℓ×1本／設計価格  ￥9,200
4ℓ×1本／設計価格  ￥17,000

■使用方法
①洗浄前に掃除機やタオル等で汚れや、ほこ
りを取り除いてください。

②アド・NS-7 1 ： 水 3～10倍 に希釈して
ください。

③汚れ部分に希釈液をナイロン製のハケ又は
ローラー、モップ等で塗布し、10～15分放
置してください。

④汚れが浮き上がったら、タワシ等で洗浄し
てください。

⑤洗浄後、水でよく洗い流し、乾いたタオル
等で水分を拭き取ってください。

※汚れが取りきれていない場合はもう一度、
洗浄してください。

⑥完全に乾燥したら完了です。

洗浄
剥離

● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。

洗浄、剝離剤
アド・NS-7（SLST-2600 2ℓ／ SLST-2700 4ℓ）

クラック抑止シート
下地材 アドケラシートCⅠ プラス（クラックアイソレーション）



※施工後、外的要因による白華現象がおこり、目地色がムラになることがあります。

ライトグレー
RYWG-3002

アンティークホワイト
RYWA-2000

■特長：
●施工後は、－30℃～90℃まで耐えられ、
耐水性に優れています。
●床への施工の場合は、3～16mm幅まで
使用できます。
■標準使用量：4～ 5㎡ /袋（壁使用の場合）
■設 計 価 格：1袋（25㎏）/￥7,000/袋
■施工時の気温条件：5℃～35℃にて施工してください。

■標準使用量：5～ 7㎡ /袋
■設 計 価 格：1袋（25㎏） /￥7,000/袋
■施工時の気温条件：
5℃～35℃にて施工してください。

■床への施工の場合は、3～16mm幅まで
使用できます。

目地材：RYWA-2000 アンティークホワイト

ブリックと異なる色の目地を
入れることにより、ブリック・
目地がそれぞれ際立ちメリハ
リのある壁に仕上がります。

ブリックと同系色の目地を入
れると、一体感のある壁に仕
上がります。

目地材：RYWG-3001 ベージュ

目地材の色を変えることにより、壁の雰囲気が変わります。目地材には、アド・ユーロジョイントをご使用ください。

RYWG-3001
ベージュ

RYWG-3000
ホワイトダークグレー

RYWG-3004

● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 
● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

内外装壁床用目地材
アド・ユーロジョイント

内外装の床、壁に使用できます。内壁タイルや、乱形部材など、表面がラフな
材料でもご使用いただけます。



その他接着剤
タイルエースF他

アドボン8000E（AB-8000E）
1液ウレタン樹脂系フローリング用接着剤
フローリング（釘・糊併用工法用）  専用接着剤

タイルエースF（KBA-RE217）
（変成シリコーン樹脂）内外装壁タイル用

エスジーイチエル（KBA-SG1L）
弾性速乾型（変成シリコーン樹脂）

［用途］ コンクリエイトとの接着
［標準塗布面積］約6㎡/1本（850ml）
［販売単位］1本単位
［設計価格］¥2,800/本
［標準貼付可能時間］　夏季：約20分　冬季：約60分
［標準硬化時間］　夏季：約半日　冬季：約1日

［用途］ 内外装壁タイル用（大型タイル）の接着
［容量］白色ペースト2kg（梱包 9本）
［設計価格］¥2,700/本
［貼付可能時間］　約40分以内／23℃、約15分以内／35℃

［用途］ 各種内装部材の接着、ストーンベニアシート
［容量］白色ペースト1kg（梱包 12本）
［設計価格］¥5,800/本
［貼付可能時間］　10分以内/23℃
［標準塗布量］250～350g/㎡

認定区分：JIS

F☆☆☆☆

4VOC基準適合

4VOC基準適合

F☆☆☆☆

F☆☆☆☆




