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自社加工工場（茨城県坂東市）
1993年に開設し、御影石や大理石等規格石材の加工から始まり

CNC マシン・ウォータージェットマシンなど最新鋭の加工機械を導入。

お客様のさまざまなご要望にお応えするため、日々進化を続けています。

■ カウンタートップ

■ 上がり框

■ 巾木

■ タイル、石材の象嵌加工

■ 塩ビ系床材のデザイン加工

お見積りご依頼窓口
ウェブサイトより「見積り専用図面」（PDF）をプリントアウトしご記入の上、
下記までFAXまたはE-mailにてお送りください。

 FAX ：0297-30-2712
 E-mail ：order@advan.co.jp

加工お見積り
ページはこちら

■プレカット納品をお任せください！
( 従来 )　現場で手動工具で加工

アドヴァングループの自社加工工場でのプレカットなら
①大幅コストダウン
・現場加工費 …………………………ゼロ‼ 
・現場での端

はざい

材廃棄費 ………………ゼロ‼
・現場までの輸送費 …………………ダウン‼
・最新加工ロボット使用で品質 ……アップ‼
②工期短縮
③SDGs : 持続可能な社会に向けて
【人に優しい】  現場で切粉・削粉が舞うことなく、騒音も減少。
 安全な現場へ‼
【環境に優しい】  現場での端

はざい

材ゼロ‼アドヴァングループなら自社加工工場
で出た端

はざい

材はエリア内で粉砕し、地盤改良に再利用。

【排出 CO₂減】  無駄な輸送が減少‼アドヴァングループなら太陽光発電
によるクリーンエネルギーを使用してプレカット。
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自社加工工場紹介

国内最大級の加工施設

SDGs への取り組み

廃棄物の有効利用に取り組んでいます。

4. 製品検査
プロジェクトに応じて工場内で製品検査をしています。

2. 屋外スラブ展示場
世界中から集められたみかげ石のスラブ材を屋外にてご覧頂けます。

環境保全の普及と地域との共生に取り組んでいます。

太陽光発電システムを導入しています。

セミナーハウスを完備しています。視察や研修での打ち合わせ場所と
しても利用できます。

1. 加工工場
世界最先端の加工機を備え、規格品のカスタムオーダーにも対応してい
ます。

3. 匠の技術を伝承する職人
キッチンカウンターや框など、ご要望に応じて幅広く加工が可能です。
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Ceramica Top

カウンタートップの新しい表現
これからのカウンターはこれがスタンダードになる
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セラミカ トップ ™

インテリアに合わせて、
カウンターを自由にコーディネート

高温焼成の磁器質タイルは、表面硬度が高く丈夫で汚れ

にくいだけでなく熱に強いのが特徴です。高温のフライパ

ンを直接おいても、包丁やフォークを使用しても、傷がつ

かない超ハードボディ。

セラミカトップの最大有効寸法は1500ｘ3100㎜。

継ぎ目のないダイナミックなカウンター製作が可能になり

ました。圧倒されるほどの大きさやダイナミックな柄模様

は、天然石を超えた存在感を味わえます。

エコ商品
（ＳＤＧｓ配慮商品）

セラミカトップは、地球環境に配慮した商品で世界基準

の環境認証を多数取得しています。

人にも環境にも優しい素材として、サスティナブルな商品

として、好評いただいております。

エコ
フレンドリー
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マーブルスタトゥアリオ A （磨き）
FR-751326

マーブルマルキーナ（マット）
FR-751380 

ストーンブラウン（マット）
FR-751236

 セラミカ トップ™ 

Ceramica TopTM

ブ ウ （ ）

ブ タ オ （磨き）

ブ （ ）

カウンター専用

MORE IMAGES

Point
■ 厚さ12㎜から伝わる無垢材
通常のメガスラブの2倍の厚みだから表現できる
無垢材の美しさ。柄模様は1種類です。

メガスラブ厚さ

セラミカトップ厚さ

12mm

6mm

ナチュラルな質感と、清潔感ある白さが水まわりを明るくしてくれ
ます。

うっすら入る石脈の流れがエレガントで流麗な表情を添え、深み
のあるマットな黒色が食材を引き立てます。

アンティークな風合いが洗練された表情を醸し出します。
モダンでありながらクラシカルな印象がエレガントです。

柄は単一になります。
カウンターの加工は、自社加工工場で承ります。

カウンター専用12㎜厚セラミックタイルは、

天然石を超える大迫力。

天然石のやわらかな表情や肌ざわりをそのまま

忠実に再現しました。
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マーブルマルキーナ （磨き）
FR-751386

マーブルカラカタ A （マット）
FR-751368

マーブルカラカタゴールドA（磨き）
FR-751350

ブ キ ナ（磨き）

ブ タ （ ）

ブ タゴ （磨き）

セラミカ トップ ™

■ 熱、傷、汚れに強く、お手入れしやすい
1200℃以上で焼成された磁器質セラミックだから、高温の鍋やフライパン

を置いても変形や変色は起こりません。（ただし、カウンターの表面が熱く

なるのでご注意ください。）

表面硬度も高いので、包丁や調理器具などを使用しても傷つきにくいのが

特徴です。 セラミカトップ
の機能性

１分で分かる

艷やかな光沢と石脈の流れが、高級感あるカウンターを演出し
ます。

マーブル模様の美しさが際立ち、気品のある華やかさが魅力です。

美しく艷やかな磨き仕上げは、ラグジュアリーな上質感を漂わせ
ます。優雅でゴージャスな空間におすすめです。

■ セラミカトップの機能性
いつまでも美しいカウンターには理由がある。

動画でお手入れのしやすさや丈夫さをご覧いただけ

ます。
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マーブルカラカタゴールドA（磨き）
FR-751350

マーブルスタトゥアリオA（磨き）
FR-751326 

マーブルカラカタA （マット）
FR-751368

メガスラブ厚さ

セラミカトップ厚さ

セメントダークグレー（マット）
FR-751296

ストーンブラウン（マット）
FR-751236

マーブルマルキーナ（マット）
FR-751380 

マーブルマルキーナ（磨き）
FR-751386 

3197mm

1597
mm

ブ カ カタゴ ド （磨き）

ブ キ ナ（磨き）

ト ブ ウ （ ト）ブ タト オ （磨き）

ブ キ ナ（ ト）ブ カ カタ （ ト）

トダ クグ （ ト）

12mm

6mm

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 設計価格 ￥298,000/ 枚

 セラミカ トップ™ 

Ceramica TopTM カウンター専用

MORE IMAGES

柄は単一になります。
カウンターの加工は、自社加工工場で承ります。
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品 番

キッチン Ⅰ 型 キッチン アイランド 洗面

W：3000mmまで W：3000mmまで W：1590mmまで

マーブルカラカタゴールドA（磨き）
FR-751350　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751350KI20 CTF-751350KIL20 CTF-751350SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

マーブルスタトゥアリオA（磨き）
FR-751326 　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751326KI20 CTF-751326KIL20 CTF-751326SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

マーブルカラカタA （マット）
FR-751368　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751368KI20 CTF-751368KIL20 CTF-751368SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

セメントダークグレー（マット）
FR-751296　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751296KI20 CTF-751296KIL20 CTF-751296SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

ストーンブラウン（マット）
FR-751236　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751236KI20 CTF-751236KIL20 CTF-751236SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

マーブルマルキーナ（マット）
FR-751380 　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751380KI20 CTF-751380KIL20 CTF-751380SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

マーブルマルキーナ（磨き）
FR-751386 　
設計価格 ￥298,000/ 枚

品　番 CTF-751386KI20 CTF-751386KIL20 CTF-751386SS20

設計価格 ¥460,000/台 ¥600,000/台 ¥350,252/台

～W3000mm

1000
mm

38
mm

タイル厚12mm(前垂四方）

38mm

～W3000mm

650
mm

38
mm

タイル厚12mm(前垂一方）

38mm

650
mm

38
mm

タイル厚12mm(前垂一方）

～W1590mm

38mm

セラミカ トップ ™

お見積りご依頼窓口

アドヴァングループ受注センター
FAX ：0297-30-2712
 E-mail ：order@advan.co.jp

加工お見積り
ページ

●価格表は見積り用の目安としてお使いください。
●発注時には、製作図面を必ずつけてください。
●寸法に変更がある場合は単価がかわる事があります。
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マルチフット工法…………………………………………… 435
マルチフットの施工方法…………………………………… 437
見切材（床用） ……………………………………………… 441
丸型見切材（壁用） ………………………………………… 443

 機能建材

Functional Material
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MORE INFO

～より快適なエクステリア空間を提案～

マルチフットとは？
無段階調整式の樹脂（ポリプロピレン）製サポート材（束）です。
磁器タイル（20mm厚、束施工対応品）やウッドデッキなどの、置敷き施工時の束としてご使用いただけます。樹脂製なので錆びや腐食
の心配もなく、安心して末永くご利用いただけます。
無段階調整式によるスピーディーな設置と、確実なレベル調整をお約束。目地から流れ落ちる雨水はすばやくマルチフットの間を流れ、
ドライな床面を実現します。

腐朽しない 高い耐水性高い耐候性 単一素材構造 施工が容易 丸型樹脂台板

マルチフットⓇ

MULTI FOOT
Ⓡ

工法 20mmタイルとウッドデッキを
スピーディーに施工。

20mm Tile

Wood Deck
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POINT

延長サポートを増やすだけで
高さを延長できます。

勾配がある場所でも可能！

見た目すっきり！

置敷き施工なので、
防水下地に施工可能。

30mm 100mm 波形プレート

回転

高さを
調整

安定感抜群の専用勾配プレート
1枚の勾配2％＝1.1°

床下に配管を通すことができ、
見た目すっきりな空間を表現
できます。

最大5枚まで重ねて使用
できます。

ウッドデッキでの使用方法

トップサポート
（デッキ用）

トップサポート
（タイル用）

ウッドデッキ

根太

ベーシックサポートベーシックサポート

（注）
タイルはトップサポート（タイル用）の上に乗せてください。
設置する位置は、4枚のタイルの中心部の真下になります。

タイルでの使用方法

（注）
根太はトップサポートの中心に置いてください。

ビス止め不要！

01 02

05

03

04

タイル

波形プレートを回転させて、
無段階に高さを調整できます。

動画で

チェック!

施工方法が動画でわかりやすく
ご覧いただけます。

マルチフット®工法
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※最大荷重は目安です。実際の最大荷重は、当製品上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

［注意事項］
マルチフット工法は、タイルの表面で勾配がとれません。
雨水が残る場合は、滑って転倒しないようにゴムヘラ等で隙間に水を落とし
てください。

マルチフット®の施工方法

施工について

ウッドデッキの場合

1. 下地の点検

2. 墨出し・仮設置

3. 設置方法

平滑さ 乾燥 強度 汚れ

床面に取り付け位置を決める。レベル出しをする。

ピッチ 最大荷重強度 マルチフット使用数
600 ピッチ 1,350kg/㎡ 4.3 個 /㎡
500 ピッチ 2,400kg/㎡ 4.8 個 /㎡
400 ピッチ 3,750kg/㎡ 9.1 個 /㎡

参考収まり(400ピッチ)  2間  1820×2＝3640

根太

400

400

400

　根太

　ビス止め
400

※  根太をまたいでトップサポートをビス止めする場合は、中心穴以外の任意の接置面
にてビスを2本以上で止めてください。

1間×2間より算出

根太を裏返しにしてトップサポートの中心穴から、ピッチ毎にビス止めして
ください。

※  幕板設置側は根太材で枠組みの上、幕板の表からビスで固定してください。

① ビス止め

マルチフット

マルチフット勾配プレート

※1枚あたり2％＝1.1°

根太を設置済みのマルチフット本体に接続してください。
傾斜がある場合は勾配プレート(MSP-HS2)を重ねて調整をしてください。

② 接続

下の部分を回す 高さ調整

軽く
持ち上げる

軽く持ち上げながら高さを調節してください。

③ 高さ調整

レベル調整スペーサー

軽微な角度調整が必要な場合はウッドデッキ専用レベ
ル調整スペーサー（MSP-HS3）で調整をしてください。

④ 角度微調整

⑤ 完成

根太の上にデッキ材を設置したら完成です。
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※最大荷重は当製品の直接荷重です。実際の当製品上に設置する
　部材や測定するポイントによって異なります。

施工について

タイルの場合

1. 下地の点検

2. 墨出し・仮設置

3. 設置方法

平滑さ 乾燥 強度 汚れ

床面に取り付け位置を決める。レベル出しをする。

タイルサイズ 最大荷重強度 マルチフット使用数
600 × 600 × 20mm 1,350kg/㎡ 4.3 個 /㎡

※立ち上がりがある場合、ブロック等で下地をつくってください。
※マルチフットは必ずタイルの四隅で重量を受けるようにしてください。

参考収まり

600

コーナー用3mm 5mm3mm
5mm

5mm

5mm

※  ゴム製レベラーを全てのマルチ
フットとタイルの間に使用して
ください。タイルの横ズレがおき
にくくなります。

タイル

コーナー用

ツメ

壁面

壁面

165mm

275mm

220mm

コーナー用

壁面

コーナー用

壁面

5mm以上

接着剤塗付 エポキシ系弾性接着剤

水が流れるように
隙間を開けて
ください

ブロック等

ツメの位置に気をつけな
がらタイルを置き敷き施
工してください。

端部はタイル用コーナーとタイル用端部固定金具を使用します。

端部はタイル用コーナー又はベーシックサポート用コーナーを使用します。
トップサポート（タイル用（MSP-1657））のツメ2本をペンチ等で折り除去し、
タイルの下にマルチフット全体を入れます。

ベーシックサポートのツメを２枚手で折って使用します。

切り物の幅は275mm以上に
してください。
275mm以下になる場合は
ブロック、フラットバー等で
受けをつくってください。

① 施工始め

③ 端部の納まり

④ コーナー部納まり例

下の部分を回す

上がる

下がる

高さ調整

水平器

勾配プレート

タイルのレベルを確認し
ながら施工してください。
高さが違う場合は、軽く
持ち上げながら高さを
調節してください。
傾斜がある場合は勾配
プレート(MSP-HS2)を重
ねて調整をしてください。

屋外テラスなど強風が吹く場所は、タイルの裏面に接着剤を塗布し固定してください。

② レベル調整

ベーシックサポートコーナー用

ベーシックサポート

トップサポート
（タイル用）

ベーシック
サポート用
コーナー

20mmタイル

［注意事項］
マルチフット工法は、タイルの表面で勾配がとれません。
タイルの表面に雨水が残る場合は、滑って転倒しないようにゴムヘラ、ブラシ等で隙間に水を落としてください。

マルチフット®工法
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標準タイプ（155mm～）

ウッドデッキ

ベーシックサポート

タイル

MSP-0372
￥700/ 個
設計価格  ￥35,000/袋（50個）12kg

ウッドデッキ

延長サポート 30

タイル

MSP-8399
￥200/ 個
設計価格  ￥10,000/袋（50個）2kg

ウッドデッキ

延長サポート 100

タイル

MSP-3991
￥530/ 個
設計価格  ￥53,000/箱（100個）13.5kg

※目地幅 3mmになります。

ツメ厚約3mm

トップサポート（タイル用）

タイル

MSP-1657
￥200/ 個
設計価格  ￥10,000/袋（50個）2kg

ウッドデッキ

トップサポート（デッキ用）
MSP-8753
￥200/ 個
設計価格  ￥10,000/袋（50個）2kg

※対応可能根太寸法：約 70mm

ウッドデッキ

ベーシックサポート用コーナー

タイル

MSP-8791
￥700/ 個
設計価格  ￥35,000/袋（50個）8.5kg

特 別 部 材

ウッドデッキ

ウッドデッキ

勾配プレート（2％＝ 1.1°）

タイル

タイル

MSP-HS2
￥500/ 個
設計価格  ￥50,000/袋（100個）5kg

ウッドデッキ

ゴム製レベラー

タイル

MSP-2459
￥200/ 個（SBRゴム）
設計価格 ￥20,000/袋（100個）3kg

ウッドデッキ

ウッドデッキ用勾配アジャスター

タイル

壁用スペーサー（6mm）

タイル用端部固定金具（上下セット）
MSP-HOLDER
設計価格  ￥7,400/セット

低タイプ（35～50mm）
一体型なのでバラしての使用はできません。

MSP-1683
￥700/ 個
設計価格  ￥35,000/袋（50個）10kg

※使用できるタイル厚み：20mm以上
※一体型なのでバラしての使用はできません。

ウッドデッキ

ウッドデッキ

タイル

タイル

MSP-8792
￥700/ 個
設計価格  ￥35,000/袋（50個）8kg
※トップサポートと一緒にご使用ください。

MSP-4193
￥700/ 個
設計価格  ￥35,000/袋（50個）8kg

MSP-4194
￥700/ 個
設計価格  ￥35,000/袋（50個）10kg

MSP-1666
￥300/ 個
設計価格
￥15,000/袋（50個）3.0kg

※高さ調節機能はなく、床面に置くだけで使用するものです。
※本製品は同じものを重ねて使用することができます。
・1枚の場合……高さ9.6mm
・2枚の場合……高さ19.2mm
・3枚の場合……高さ28.8mm

超低タイプ
（9.6mm/19.2mm/28.8mm）

端部用部材

215mm

※これ以上の高さにしたい場合は、
　調整機能付タイプをご使用ください。

タイル

ご発注に関する注意 バラ出荷対応いたします。バラ出荷手数料¥2,000別途申し受けます。

MSP-9560
設計価格  ￥700/ 個

MSP-8601
設計価格  ￥190/ 個

上 下
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マルチフット®工法

85～110mm 115～140mm 155～180mm 185～210mm

215～240mm 255～280mm 285～310mm 315～340mm

9.6mm/19.2mm/28.8mm 35～43mm 55～80mm

高さ調節範囲と商品組み合わせ

※表記している寸法はマルチフットの寸法です。
※最大荷重は当製品の直接荷重です。実際の当製品上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

MSP-3991MSP-3991MSP-3991

MSP-3991 MSP-3991

MSP-3991

MSP-8399

MSP-8399

MSP-8399

MSP-8399

MSP-8399

MSP-8399

MSP-0372MSP-0372

MSP-1657

MSP-1657

MSP-1657

MSP-1657

MSP-1657

MSP-1657

MSP-1657

MSP-1657

MSP-0372

MSP-0372

MSP-0372 MSP-0372 MSP-0372

MSP-0372

※ネジ式で高さを変える事ができます。
※これ以上の高さにしたい場合は調節機能付
タイプをご使用ください。

MSP-0372
MSP-1683

MSP-1657

MSP-1666

設計価格  ￥1,100/セット

設計価格  ￥1,830/セット

設計価格  ￥1,300/セット

設計価格  ￥1,960/セット

設計価格  ￥1,430/セット

設計価格  ￥2,160/セット

設計価格  ￥1,630/セット

設計価格  ￥2,360/セット

設計価格  ￥300/個 設計価格  ￥700/個 設計価格  ￥900/セット
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見切材（床用）
アド トリムシリーズ

様々な場面においてヨーロッパタイルをより使いやすく
美しくする段差用見切材。バリエーションを充実させました。

※アドトリムシリーズを切断した場合は、断面のバリなどで傷をつけないよう面を仕上げてご使用ください。

段差用見切材：アド フロアートリムⅡムーブ

床見切り（L型）：アド・フロアートリムⅡ スクエア3.0アルミ

床見切り（L型端部用）：アド・フロアートリムⅡ フレックス3.0アルミ

形　状

サイズ (mm)
ウイング H = 10 H = 12.5 H = 15

50× 2700 10（9）× 30× 2700 12.5（11.5）× 30× 2700 15（14）× 30× 2700

設計価格 ¥9,500/本 ¥7,400/本 ¥8,100/本 ¥8,800/本

品　番 NZSS2 NZSB10 NZSB12 NZSB15

ウイング長さ

取付図

3

H

タイル厚 10mm厚 12.5mm厚 15mm厚

サイズ (mm) 10（8）× 22× 2700 12.5（11.5）× 22× 2700 15（14）× 22× 2700

設計価格 ¥4,600/本 ¥4,900/本 ¥5,300/本

品　番 ZBG100 ZBG125 ZBG150

取付図

3

H

タイル厚 10mm厚 12.5mm厚 15mm厚

サイズ (mm) 10（8）× 22× 2700 12.5（11.5）× 22× 2700 15（14）× 22× 2700

設計価格 ¥4,600/本 ¥4,900/本 ¥5,300/本

品　番 ZBGF100 ZBGF125 ZBGF150

MORE INFO
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丸型見切材（壁用）：アド ラウンドトリムⅡアルミ（出隅用）

L型見切材（壁用）：アド スクエアトリム アルミ（出隅用・床用） 

段差用床見切材：アド フロアートリム11mm厚

薄切タイル用見切材：アド トリム スリム

ステップ用見切材（階段用）

取付図

タイル厚 6mm厚 8mm厚 12.5mm厚

サイズ (mm) 7（6）× 28× 2500 9（8）× 30× 2,500 13.5（12.5）× 35× 2500

設計価格 ¥4,500/ 本 ¥4,500/ 本 ¥5,900/ 本

ホワイト DRAC-630 DRAC-830 DRAC-1230

シルバー DRAE-60 DRAE-80 DRAE-125

チタニウム DRAE-60T DRAE-80T DRAE-125T

取付図

タイル厚 6mm厚 8mm厚 12.5mm厚

サイズ (mm) 7（6）× 23× 2500 9（8）× 23× 2500 13.5（12.5）× 23× 2,500

設計価格 ¥4,600/ 本 ¥4,900/ 本 ¥5,300/ 本

ホワイト DSAC-630 DSAC-830 DSAC-1230

シルバー DSAE-60 DSAE-80 DSAE-125

取付図

45mm
11mmG

H

サイズ
(mm) 11× 45× 2500

設計価格 ¥16,000/本

品　番 DTAE-110L

※カラー：シルバー

取付図

タイル厚 9mm厚 11mm厚

サイズ
(mm) （9）×2500 （11）× 2500

設計価格 ¥8,200/本 ¥9,300/本

品　番 DST-933 DST-1133

※カラー：ブラック

取付図

サイズ
(mm)

4.5×26×2500

設計価格 ¥6,300/本

シルバー DPSAE-45

チタニウム DPSAE-45T

35mm

O

G

O O

H

4.5mm

26mm

K

L 化粧目地

I

J

I

K K K

I IJ

L L L

J J

※ 浴室のエプロン等常時お湯がかかる部分での
　使用はできません。表面の塗装が剥がれます。

※ 浴室のエプロン等常時お湯がかかる部分での
　使用はできません。表面の塗装が剥がれます。

アド トリム シリーズ
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H×27×2700mm

仕上げ

スノーホワイト アイボリー ベージュグレー ダークブラウン

つや消し

6mm ¥4,400/本 RE-79996

8mm ¥4,400/本 RE-79997 RE-80109

10mm ¥4,400/本 RE-79998 RE-80110 RE-80114 RE-80174

12.5mm ¥4,500/本 RE-79999

光沢

8mm ¥4,500/本 REL-79501 REL-79509 REL-79513

10mm ¥4,900/本 REL-79502 REL-79510 REL-79514

厚さ（H） 設計価格

色・品番

※取り扱いございません。

H6mm～12.5mm×27×2700mm

長さ=2700mm 
　　　　　　
イタリア製の見切材。

つや消し仕上げが特におすすめです！  

丸型見切材（壁用）
アド ラウンドトリムⅢ PVC（出隅用）
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ライトグレー アンソラサイト ブラック パステルピンク パステルブルー

RE-80133

RE-80126 RE-80177 RE-80134 RE-80146 RE-80142

RE-80127

REL-79525 REL-79533 REL-79529

REL-79526 REL-79534 REL-79530

※取り扱いございません。

アド ラウンドトリムⅢPVC
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Step1 Step2

さらに、目地ピッチを使う事で目地幅を均等にとることができます。

※ できるだけ奥まで差し込んでください。

段差がある状態 くさびを奥まで差し込むと平滑になります。

KBR-02902
設計価格 ￥1,500/袋（200個）

施工用目地ピッチ（3mm）

特許第5667465号

必ず専用接着剤
アド・フラットクリップボンド
をご使用ください。

本磨きタイルや室内床のタイル施工に最適なアド・クリップ工法®。
タイルを平滑に圧着できます。アド・クリップ工法®

MORE INFO

●カケて張り替える原因となる。
●つまづきによるケガの原因となる。
● 汚れやゴミがたまりやすく、掃除に
手間がかかる。

●工期が短縮できる。
●下地の悪い状態でも施工ができる。
● 施工時の音を低減することがで
きる。

段差ができると・・・

段差のない美しい仕上がり!

段差によるカケ

段差を最小限にし、平滑に
仕上げます。

工期短縮が可能ポイント1

目違いがなくきれいに仕上がるポイント2

下地に不陸がある場合、圧着工法では下地の傾斜を拾いやすくなってしまいます。

アド・クリップ工法なら、下地なりに仕上げ面を水平に仕上げることができます。

ガタガタ！

■ 通常の圧着工法の場合

■ アド・クリップ工法®で解決！

447



動画でチェック

アド・クリップ工法®

①目地ピッチとクリップを置く。 ② クリップの上にタイルを置き目地ピッチを
入れ、目地幅を均一にさせます。

③ クリップにくさびを入れ、プライヤーで
きつく締める。

④ モルタルが硬化したらクリップを横から取り外してください

10 15 20 25 30 33 40 45 50 60 80 90 100 120

6

B cm

50 9 8101213151820202533

42 7 6 781011131517172128

8100

120

44 9 81112141719182230 790

50 12 1014161921202533 980

50 15 13172022202533 1160

60 20 182427243040 1650

67 27 2230273344 2045

75 33 30303750 2540

100

36 40

5067

3733 91 45

40

61

4430

80 53 40 3225

100 67 5020

133 8915

10 200

A cm

B

A

例）①400×400→25個/㎡
　　②600×600→11個/㎡
　　③300×600→22個/㎡

［床施工例］

［クリップスペーサー］

使用方法

石の大きさにより使用する
クリップスペーサーが違います。

スピーディーな施工で時間短縮。
美しい仕上がりに。

くさびとスペーサーを使用し、段差なくきれ
いな仕上りになります。
まずは動画でチェック。
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アド・クリップ工法 ®施工用工具＆ボンド

NEW

アドクリップ工法®専用ボンド

ホルムアルデヒド放散速度  0.001㎎/㎡h未満 約￥144/㎡～

合成樹脂ベースの水溶性プライマー

■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
施工後48時間で目地詰め可能です。

ベニヤ下地・石膏ボード等の吸水率がある
下地へ塗り、その後セメントベースの接着
剤などで床壁材を施工する。
1：1の割合に水で薄めて下地にローラーで
塗ります。

施工可能下地温度：+5℃～+35℃
（液体透明色）

PH 可燃 乾燥時間 使用量

9.65 なし 1時間
以上

約100g ／㎡
（約 50㎡／缶）

アド・クリップ工法®施工用工具＆ボンド

KBCP-231
設計価格 ￥10,000/個

床用プライヤー

KBCP-231NRⅠV
設計価格 ￥10,000/個

壁用プライヤー

KBCP-180CU500
設計価格 ￥19,300/袋（500個）

くさび

KBCP-180BA500
設計価格 ￥16,400/袋（500個）

薄物用クリップ（厚3～12mm）

KBCP-180BA400
設計価格 ￥17,800/袋（400個）

KBCP-180AGS
設計価格 ￥16,000

厚物用クリップ（厚12～20mm） 保護カバー（厚12～20mm）

床用プライ

0/個

壁用プラ

KBR-02902
設計価格 ￥1,500/袋（200個）

施工用目地ピッチ（3mm）

コロンボ

くし目：上6×6mm・下12×12mm くし目：丸20×9mm・丸20×15mm

6mm

12mm

9mm
6mm

12mm

20mm

×2枚入 ×2枚入

KBR-39766AD
ボンド・スプレッダー〈コテいらず〉
【用途】床下地に貼付／モルタルを塗布
設計価格 ￥77,000/セット（本体＋刃4枚）

KBR-397ZV
専用おもり
設計価格￥15,000/組（8kg）
※左右合わせて２組必要です。

おもり装着画像（2組装着）

幅調整可能

● 替刃取替

● 立ったままで楽々塗布

● 手で塗布

440
mm

205
mm

405
mm
〜
680
mm

KBA-225164(グレー　設計価格 ¥4,950・25kg/ 袋） KBA-105144（設計価格 ¥7,200・5ℓ/缶）
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［回収ビニル袋対応セット］

目地拭き取り用強力スポンジとバケツのセット 目地詰め後の余分な目地材の拭き取り

KBR-244SC01A
設計価格 ￥3,400/個（20枚入）

KBR-244ADV
設計価格 ￥16,000/セット

セットで使用することで、施工性のスピードが上がります。

接続部分のスポンジ側からカチッと音がなるまで押しこんでくだ
さい。

取手の凹R部とスポンジの凸R部を合わせる。
※ KBR-244の取手の場合は、端からスライドさせて取り付けます。

スポンジの取り付け方法

スポンジの取り付け方法交換用取手
KBR-306IR20D
設計価格 ￥1,800/個

交換用強力スポンジ
KBR-217RICS-WE
設計価格 ￥1,500/個

スライドさせる

KBR-244
設計価格 ￥13,000/セット
 （スポンジ＋バケツ）
強力スポンジでラクラク拭き取り。
・ 水分を適度に保持し、水が流れ落ちる
ことが少ない特別なスポンジを採用。
・ バケツの底にはローラーを採用。
手で引いて移動可能。

その他施工用具

■ 交換用回収ビニル袋

回収ビニル袋の取り付けが可能で
水洗いの手間が省けます。

その他施工用具

［標準セット」
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目地詰め用強力ゴムごて

目地拭き取り用強力スポンジ エポキシ目地用スポンジ

少ない力で、強力に目地詰めできます。

頑固な目地汚れもきれいに仕上げます。

セメント・ポリウレタン・エポキシ目地の目地詰め

KBR-13695-245C
設計価格 ￥2,900/個

KBR-395U-GCEL
設計価格 ￥3,000/個

KBR-136GM02D
設計価格 ￥1,300/個（交換用ゴム）

細目地用 太目地用
18° 42°

目地詰め後、余分な目地材の
拭き取り用です。
使用後は、すぐに洗浄してくだ
さい。

白色部分はエポキシ用で、
黄色部分は強力スポンジと
なります。

目地ピッチ

■ 目地ピッチ

■ ウマ貼り用

■ 六角形タイル用 ■ 簡単目地ピッチ

目地ピッチ 3mm
KBR-159T200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 4mm
KBR-157T200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 3mm
（六角タイル用）
KBR-161E200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 5mm
KBR-155T200
設計価格 
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 6mm
KBR-153T200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

【用途】
簡単に目地幅が、３～５㎜程度に均等にとれます。（図1）
また壁等に使用の際、水平を調整することもできます。（図2）

目地ピッチ（壁用）
KBR-162P200
設計価格 ￥1,800/袋（200個）

壁用

目地ピッチ 4mm
KBR-157200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 5mm
KBR-155200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 6mm
KBR-153200
設計価格
￥1,800/袋（200個）

目地ピッチ 2mm
KBR-02901
設計価格
￥1,500/袋（300個）

目地ピッチ 3mm
KBR-02902
設計価格
￥1,500/袋（200個）

目地ピッチ 3.5mm
KBR-313200
設計価格
￥7,600/袋（200個）

図2
壁の水平どりに

図１
目地幅の均等化に

エポキシ目地用スポンジ
KBR-291CELRIG
設計価格 ￥1,600/個

アド・クリップ工法®関連施工用具
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高性能タイルカッター
大・中型サイズ用。切断長さ620mmのカットができます。 使いやすい標準サイズ。切断長さ360mm

●切断長さ360㎜
●耐腐食処理済み精製クロームメッキ鋼製ガイド
●直線、45°連続切断用ガイド
●切断部がダイレクトに見えて使いやすい
●専用刃（φ6㎜、φ10㎜）2ヶ付き
●収納ケース付き

KBR-18930 設計価格 ￥39,000/台

180mm

85mm
332mm

525mm

1244mm

24kg（ケース込み）

収納ケース付き 収納ケース付き

TS
6kg

切断厚さ 押し強度 可動式
タイル割り

連続
カット

45°切断 切り刃
交換OK

切断部分
が見える

KBR-17915　設計価格 ￥130,000/台
対応寸法：700mm×700mm / 対角：1,020mm

コロコロイス ひざ当てパッド

KBR-383COMBI
設計価格 ￥51,000/個

KBR-138
【用途】施工時の膝あて。
設計価格 ￥4,500/セット

座ったまま移動できるので
ひざや腰に負担がかかりま
せん。

快適なつけ心地で、膝を保護。

φ8mm
KBR-01959　設計価格 ￥3,600/個
（標準切断可能m数：700m）

φ6mm
KBR-01945　設計価格 ￥3,300/個
（（標準切断可能m数：500m）

φ8mm
KBR-01958　設計価格 ￥3,500/個
（（標準切断可能m数：500m）

φ10mm
KBR-01991　設計価格 ￥3,700/個
（標準切断可能m数：700m）

φ10mm
KBR-01946　設計価格 ￥3,700/個
（標準切断可能m数：500m）

φ18mm
KBR-01992　設計価格 ￥4,600/個
（標準切断可能m数：700m）

φ18mm
KBR-01950　設計価格 ￥3,900/個
（標準切断可能m数：500m）
※KBR-12981には使用できません。

用途により、適したホイールサイズが異なります。

KBR17915用替刃 KBR18930用替刃

■ 陶・磁器タイル用（主に壁タイル） ■ 陶器タイル用（壁タイル）

■ 陶器タイル用（壁タイル）■ 磁器タイル用（主に床タイル）

■ 磁器タイル用（床タイル）■ 磁器タイル用（凸凹のある床タイル）

■ 磁器タイル用（凸凹のある床タイル）

アド・クリップ工法®関連施工用具
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オススメする施工用具は、使い心地、耐久性、
合理的なアイデアを取り入れた職人の皆さまに優しい工具です。メガスラブ施工用具①

メガスラブ運搬バー（2本組）

加工後のメガスラブの運搬に対応した安心モデル。
プッシュ式吸盤（φ175）8個、圧力メーター付き

レバー式吸盤16個付き。

KBR-432EM04TA
設計価格 ￥390,000/セット

KBR-185WR01A
設計価格 ￥5,600/個

KBR-432EO04VB
設計価格 ￥26,000/セット

KBR-432EM04TB
設計価格 ￥290,000/セット

MORE INFO

動画で

チェック!

対象品番：KBR-432EM04TB

対象品番： KBR-432EM04TA
 KBR-185ARLIVAV
 KBR-185WA01-VRVV

［プレミアム］　特殊形状でも自由にレールの位置を変えられます。

［スタンダード］

■ 交換用パッド

■ 交換用吸盤
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KBR-185ARLIVAV
設計価格 ￥115,000/セット

動画で

チェック!

メガスラブ アジャスター

施工中の、タイルを目地幅・目違いを調整。

目地幅・目違いを同時に調整できるマルチアジャスター

出隅 入隅

KBR-185DAL01A
設計価格 ￥43,000/個

目地幅調整 目違い（段差）調整

［プレミアム］　出隅、入隅部分も調整できます。

［スタンダード］

目地の幅を調整することができます。

メガスラブ施工用具 ①
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メガスラブのような大判タイルは、作業台があると効率がアップします。
脚は折りたたみ式で、収納や持ち運びに便利です。

KBR-394MAPLUS
設計価格 ￥168,000/台

メガスラブ 作業台

メガスラブ 運搬台車

100～ 150cm

KBR-169CELUN
設計価格 ￥158,000/セット
（耐荷重：250kg）

コンパクトに収納ができます。

メガスラブ施工用具②

動画で

チェック!

幅の調整ができます。

折りたたんで保管できます。 ２台連結も可能です。（最大寸法：1500 X 3600）
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メガスラブ切断レールカッターセット

メガスラブのような大判タイルもこれで簡単加工 !!
※メガスラブ対応のカッティングガイドレール、最大使用可能寸法はなんと3320mm !

専用替刃
KBR-135D16A
設計価格 ￥3,300/枚

セット内容
レールカッター1個
レール2本
メガスラブ プライヤー1個
持ち運び用バック
KBR-433CRR
設計価格 ￥130,000/個
※ 厚さ6mm以下のタイルに
ご使用いただけます。

メガスラブ作業台
（品番：KBR-394MARAI）と
組み合わせて
巨大メガスラブも
簡単カット！

動画で

チェック!

3320mm

連結

①ガイドレールを連結させます。 ② ガイドレールを使いレールカッターで切れ目
を入れます。

③ 最後に付属のメガスラブプライヤーで分割し
てください。

厚さ6mm 以上のタイルを切断する場合、別売の
ストロングプライヤーが必要です。

ストロング プライヤー
KBR-169TM01AN
厚さ6mm以上の場合、ご使用ください。
設計価格 ￥28,000/個

メガスラブ プライヤー
KBR-169TR01A
厚さ6mm以下の場合、ご使用ください。
設計価格 ￥12,000/個
※切断レールカッターに付属。
※単品でもご購入いただけます。

使用方法

［オプション品］

［スペアー品］

連結時長さ：3320mm

1600mm

同梱内容

メガスラブ施工用具 ②
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電動セメントミキサー

作業性抜群！！今まで大変だった撹拌（かくはん）が、これからは簡単になります。

RM-110JP-110（バケツ2個付属）
設計価格 ￥190,000／台
サイズ：600x510x770mm
　　　 110v 50Hz/60Hz 両対応
重　さ：34Kg
RM-289IPER（交換用バケツ）
設計価格 ￥5,200/個

① セメントモルタルを
入れて、バーを下げて
スイッチを入れます。

キャスターが付いているので移動も持ち運びも簡単です。

② バーを上げて完成。
バケツだけ取り外して、
簡単に持ち運べます。

特　徴

お客様の声

● 材料をバケツに入れ、スイッチを押すとバケツ
が回転するので手間が省けます。

●混練容量　約47ℓ
●キャスター付きなので持ち運びが簡単です。

● バケツが取り外せ、簡単に
持ち運びできるので非常に
嬉しい！
● 今までのと比べ、使用後の
洗浄やお手入れが簡単です！
● 重量も軽い為、様々な現場で
使えるのでとても気に入って
います！

メガスラブ専用叩き板（ハンマー）角カケ防止カバー（対応厚：3～12mm）

メガスラブ専用叩き板
KBR-142G
設計価格 ￥8,900/個

角カケ防止カバー
KBR-432SSBRAI（4個/袋）
設計価格 ￥2,800/個

大型タイル用吸盤

施工がとても楽になります。

大型タイルの吸盤

●吸盤グリッパー操作部説明

吸盤グリッパー（平滑面用）
KBR-185
【用途】表面が平滑なタイルの吸盤

（磨き・マット・水磨き）
設計価格 ￥2,800/個

吸盤グリッパー（凸凹面用）
（専用プラスチックケース付）
KBR-185WA01-VRVV
【用途】表面が凸凹なタイルの吸盤
設計価格 ￥36,000/個
水平荷重：最大70kg
水垂荷重：最大30kg

吸盤グリッパー（平滑面用）
KBR-185BI
最大重量＝90kg
※ 表面がザラザラ、グリップ（防滑）
タイルにはご使用になれません。

設計価格 ￥12,000/個

最大重量＝40kg
※ 表面がザラザラ、グリップ（防滑）タイル
にはご使用になれません。

赤いレバーを引きます。

吸込 開放
共用交換パット
KBR-185WR01A
設計価格 ￥5,600/個

メガスラブ施工用具③

その他施工用具

赤いボタンを数回押します。

注意！！  表面の凸凹の程度で吸盤力が弱くなることがあります。
必ず使用前に試してから作業してください。

「ゴムハンマーで叩くとちょっと怖い」を解決！
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らくらく四半貼り

らくらく四半貼り1000
KBR-186
設計価格 ￥18,000/個

らくらく四半貼り（ヘリ用）
KBR-25250
設計価格 ￥10,800/個
※ タイルは、500×500mm
まで使えます。
※ 三角形サイズが簡単に
計測できる万能定規！

らくらく四半貼り500
KBR-187
設計価格 ￥15,200/個

■ 0°/45°/90°/135°/180°様々な角度に対応した万能定規！ ■ 壁面側の切り物に便利です。

● 寸法をはかる

● タイルに墨をうつ

使用方法
※穴あけは水をスプレーでかけながら開けてください。

穴をあける位置を確認して
ください。材料の表面はス
プレー等で事前に濡らして
ください。

穴あけは水をスプレーでかけ
ながら開けてください。

位置がずれないように両手
で押さえながら穴をあけて
ください。

ホールソー

イタリア製ホールソーは、切れ味鋭く、美しい切り口になります。

陶器質タイル・磁器質タイル・大理石・御影石の穴あけ

φ100mm
KBU-100
設計価格
￥29,000/個

φ35mm
KBU-035
設計価格
￥13,300/個

φ70mm
KBU-070
設計価格
￥20,000/個

φ25mm
KBU-025
設計価格
￥12,300/個

φ45mm
KBU-045
設計価格
￥14,500/個

φ10mm
KBU-010
設計価格
￥9,700/個

φ40mm
KBU-040
設計価格
￥14,200/個

リフター

挟み込みリフターは厚さ20mmタイルでも、しっかり持ち上げる
ことができます。

タイルリフター
（長さ500～650mm用）
KBR-144CM50-65
設計価格 ￥19,000/個

ハンドクリップサポート

KBR-174
【用途】身体の支えに
設計価格 ￥6,200/個

使い方はいろいろ。
プロの仕事を
サポートします。

注意！！仕上面の上に使う時はゴムをつけてください。
　　　 下地の上に使う時はゴムをつけないでください。

メガスラブ施工用具 ③
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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

ク
シ
目
ゴ
テ
No.4
ク
シ
目
ゴ
テ
No.6
ク
シ
目
ゴ
テ
No.20

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

内装用接着剤一覧459



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

内外装用目地材一覧
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■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（アイアン 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
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● 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）

内装用セメント目地材

防水目地A
設計価格 
¥8,600 25kg/ 袋
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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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4

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

65

2

4

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

一液性内装用弾性目地材
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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。

※ 施工上のロスは含まれておりません。
※ 使用量は下記計算式で求められます。

カラーガラスモザイクとの組み合わせ
光の透過・反射を受け、目地がモザイクと同色に見えます。

使用上の注意
　１ 施工適正気温は18～23℃です。湿気が多い場所や冬季の気温が低い場所での　
　 施工は目地材が結晶化して色が均一にはなりません。
　2 目地詰め後、速やかに表面をよく拭き取ってください。表面に残っていると取れ　
　ない場合があります。
　3 主剤と促進剤は正しい割合で混ぜてください。
　4 目地を拭き取るときには充分な水を使ってください。
　5 スポンジはこまめに洗ってください。
　6 洗浄剤（ST-0121）は、72時間以内に使用してください。
　7 床に使用の場合は、目地詰め後の歩行は避けてください。
　8 吸水率の高いテラコッタへの使用は避けてください。
　9 天然石に使用する際は事前に、カットサンプル等でテストしてください。白系の大
　　理石などの吸水率の高い石種の場合シミや目地痩せになることがありますのでご
　　注意ください。
 10 目地材の缶に水や溶剤を混ぜないでください。
 11 上記以外の使用方法をしないでください。
 12 紫外線にあたると色が変色します。
 13 他社製のタイル等では、性能が把握できない為ご使用は避けてください。

KBR-13695-245C
強力ゴムごて
設計価格　¥2,900/個

■使用方法

①主剤と促進剤を混ぜます。
※ 主剤と促進剤は正しい割
合で混ぜてください。
※ 水や溶剤は混ぜないでく
ださい。

② 電動ミキサーで均一にな
るようによく混ぜてくだ
さい。

※ 混ぜすぎると硬化が早
まってしまいます。

③ ゴムごてで、目地を押さ
えこむように入れてくだ
さい。

④ 目地が乾かないうちに
水を充分に含ませた白
パットで表面の粘りがな
るくなるまで水洗いして
ください。

⑤ 強力スポンジで表面に
残った目地材を拭き取って
ください。

ST-0121
洗浄剤（1ℓ）
設計価格
¥6,500/本

■使用量の目安
アド・エポジョイントクリスタル  １缶当りの塗布可能面積（目安）

ST-350-C（5kg）
設計価格 ¥19,500/缶

※ (注)目地材の拭き残しが表面にあった場合は、24時間以内に洗浄剤(ST-0121)を
ご使用ください。洗浄剤：水＝１：10～20で希釈し白パット(ST109G)で表面に
塗った後15-30分放置して、よく水洗いしてください。洗浄剤の拭き残しがないよう
に、よくウエスで拭き取り乾燥させてください。

※写真はイメージです。

▲ ▲ ▲ ▲

商品名 目地幅 5kg 缶
３Dモザイク
サイズ：14× 14× 8㎜ 2.8㎜ 約0.9㎡

３Dモザイク（ボーダー）
サイズ：15×乱尺× 8㎜ 2.2㎜ 約2.2㎡

イルマガラスモザイク
サイズ：20× 20× 4㎜ 1～2㎜ 約4㎡

ベトロシリーズ（モザイク）
サイズ：16× 16× 4.5㎜　 3㎜ 約2.5㎡

ベトロシリーズ（ボーダー）
サイズ：ランダム× 4.5㎜　 3㎜ 約4㎡

（A＋B）
（A×B）

×C ×D × 1.6 ＝ Kgm2

B mm   横
目地幅
Dmm

Cmm
  厚み

Am
m

    
 縦

● 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。

エポキシ目地用スポンジ
KBR-291CELRIG
設計価格 ￥1,600/個

内装壁床用エポキシ樹脂目地材
アド・エポジョイント クリスタル

内装壁床用エポキシ樹脂目地材465
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※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。

内外装壁床用目地材
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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。

浸透性吸水防止剤／粉吹き防止剤467



■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）

洗浄、剝離剤／クラック抑止シート
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