Ｈ２４．０２ ＳＰ

止水、補修用充填剤

第９弾

㈱ アークエース

今売れているラインナップ

・水を加えて練り混ぜ、漏水部に強く押し当てることによって
容易に止水出来ます。
・優れた超速硬性能により止水工事、緊急工事に最適です。
種
・有害な成分を含みませんので、安心して作業出来ます。

コンクリートの補修・保護・止水・アク取りはこれだ！
スプレータイプで簡単に補修できます。

・壁面の細かいひび割れを簡単補修。
・落書き等、汚れ面のぼかし補修。
・塗料の下地調整補修。

ｲﾝｻﾙｸﾗｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ100ｍｌ
ｽﾎﾟﾝｼﾞ1個
入

安心補修スティック

ク
ラ
ッ
ク
補
修
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夏期１分タイプ

１５分～３５分タイプ

主な用途

止水工事用

止水工事用

緊急工事用、補修工事用
左官工事用、グラウト工事用

（５ ｋｇ×４ 袋）

１ Ｍ ハーフ １０ ｋｇ 缶

（５ ｋｇ×２ 袋）

1 Ｍ 小袋 １８ｋｇケース （３ ｋｇ×６ 袋）
２０ ｋｇ 缶

（５ ｋｇ×４ 袋）

２０ｋｇ 缶

１０ｋｇ 缶

１８ｋｇ ケース

改質ベントナイトを主成分とする
簡単・確実な止水パテです。

ゲルピタット

気になるひび割れを今すぐ、自然に直したい時に！

改質ベントナイトが漏水部の水で膨潤、
ゲル化することにより、水みちを完全に
遮断し、良好な止水効果を発揮します。

■６ 本/箱： 標準パック・・・Ｌ（淡）・Ｒ（標準）・Ｄ（濃）３色 各２本入り

[適用場所]
・コンクリート打継部
・コンクリートクラック部
・コンクリートピーコン部

単色パック・・・ＳＬ（特淡）・Ｌ・Ｒ・Ｄ・ＳＤ（特濃） 単色６本入り

２０ｋｇ/１０ｋｇ缶

・配管貫通廻り

■１２本/箱： 標準パック・・・Ｌ・Ｒ・Ｄ３色 各4本入り

・その他 局部的な漏水箇所

コンクリート補修・仕上げ

コンクリートの白華（アク）除去剤

住友大阪セメント㈱

自然な仕上がり、色ムラ解消。

内容量 ボカシ剤 ： ４５０ｇ/本

ア
ク
の
除
去

定 着 液 ： ４５ml (７～８倍希釈）
色

Ｌ（淡）・Ｒ（標準）・Ｄ（濃）

常温硬化型エポキシ系弾性接着剤

アオイ化学工業㈱

弾性に優れたエポキシ樹脂接着剤。

・コンクリートの膨張・収縮に追従でき、クラックなどに
充填可能な製品です。
・湿潤面の接着が良好です。
・無溶剤タイプなので汚染がありません。

アクトル

カートリッジタイプ

㈱テクノクリーン

アク・シミ・サビ・大気汚染を取り除く
ずばぬけた効果と安全性！

酸性液
［洗浄体］
インターロッキングブロック・ブロック類、コンクリート・モルタル・レンガ・
目地・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシン・洋瓦・その他セメント二次製品
［汚れ除去］
白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・錆・湯石・青コケ・黒カビ・大気汚染
その他工事施工仕上洗い
表面保護用/塩害Ｂ工法用

ＲＣガーデックス

EB＃１CH
容量：３２０ml

無機質コンクリート表面含浸型改質材
（濃縮タイプ）

ＮＥＴＩＳ登録 Ｎｏ．ＫＴ-０６００７５-Ｖ

２０ℓ
４ℓ

日本躯体処理㈱
屋内外兼用
１０リットル ポリ缶
（重量１３ｋｇ）

１０本/ケース（２ケース 一梱包）

紫外線カット型浸透性撥水剤（シリコーンポリマー系）

ワイティプルーフ
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冬期１分タイプ

コンクリート止水の決定版！

・ポケットサイズで、専門技術を要さず誰でも簡単施工。
・ピンポイントで限定的に補修出来るため、痕跡が殆ど目立ちません。
・色合わせが出来るのも大きな魅力です。

エポボンド＃１ＣＨ

類

２０ ｋｇ 缶

１０ Ｍ
住友大阪セメント㈱

かんたんボカシ剤

Ｓ
１Ｍ

５Ｍ

数 ： 6ｓｅｔ

・不燃性溶剤と超早強セメントを混合したスプレー塗装型です。
・コンクリート面への高い定着率。
・不燃性材料による高い安全性。

表
面
保
護

水

・収縮キレツが無いので止水の他に、
土木・建築・石工事等広い用途があります。
・凝結時間は、２０秒～３０分まで幅広く選べ
ます。

＃３００

補修後

素早く自然なヒビ割れ補修
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硬化時間

エレホン・化成工業㈱

エレホン

セット内容 ： ｲﾝｻﾙｸﾗｯｸｼｬｯﾄ230ｍｌ

コンクリートのひび割れ

（５ｋｇ ポリ袋×４）

コンクリートの亀裂、打継ぎ部の漏水、
吹き出し、流出部を瞬時に止水。

止

■ インサルクラックシャットキット
品 番 ： ＩＣＫ-３００

姉妹品 [ RCガード ] 高浸透性ひび割れ接着剤

２０ｋｇペール缶

急結性高性能止水モルタル

㈱エービーシー商会

インサルクラックシャット

特殊な超速硬性無機化合物を主成分
とする結合材です。

ライオンシスイ

コンクリート編

ひび割れ簡単補修！

住友大阪セメント㈱

コンクリート表層部が緻密になり、保水性が向上し、コンクリートの
強度が上がるため、中性化や塩害・凍結融解などの劣化が抑制
され防水性も向上します。

・耐摩耗性・耐久性・防水性が向上します。
・ヘアークラックの防止。
・粉塵を防止し、メンテナンス労力を軽減します。

コンクリート保水養生テープ

水分蒸発の大幅な抑制効果により、
表面が緻密化し表面クラックも大幅削減。

㈱エービーシー商会

劣化を防ぐ！ 水を弾く！ 汚れない！

ＮＥＴＩＳ登録 Ｎｏ．ＫＴ-９８００７８

住友スリーエム㈱

２２２７ＨＰ

ＮＥＴＩＳ登録 Ｎｏ．ＣＢ-１１００１４-Ａ
テープ厚 ０．１１ｍｍ

・撥水力が著しく優れており、耐汚染性、汚染回復性が
際立って優れています。
･紫外線カット型シリコーンポリマーのため、耐久性に
優れており、従来のものと比べ著しく向上します。
･躯体への密着力、浸透性に優れています。
・低粘度で、作業性に優れています。

コンクリート用
品 番

ＹＴ４Ｌ- C

ＹＴ１８Ｌ- C

内容量

４ℓ

１８ ℓ

入 数

４缶

１缶

・コンクリート表面の品質が向上します。
・泥はねや鉄筋錆び垂れ等の汚れも
防止出来ます。
・垂直面や天面も貼るだけで養生
出来ます。

幅 ４００/６１０ｍｍ×長さ ５０ｍ

●お問合せ先● ㈱アークエース 札幌店：ＴＥＬ011-862-8641 仙台店：022-254-2241 埼玉店：048-624-3350 東京城北店：03-3969-8533 東京支店：03-3820-5321 多摩店：042-646-7260 神奈川支店：046-271-3133 名古屋店：052-361-7755 大阪支店：06-6993-3831 兵庫店：078-941-0800 香川店：087-878-1131 広島支店：082-292-3104 松江店：0852-37-1251 福岡店：092-473-7888 熊本配送Ｃ：096-389-6770

コンクリート打継目処理剤

第９弾

㈱ アークエース

日本ジッコウ㈱

ディスパライトは均一性に優れた高品質の打継面が
安全確実に得られるコンクリートの打継目処理剤です。

ディスパライト
ＮＥＴＩＳ登録 Ｎｏ．KK-９９００５０-V

今売れているラインナップ

■使用手順

コンクリート編

コンクリート欠損部の補修・水中補修はこれだ！

・水平打継目処理用 ディスパライト CR

（散布形 標準タイプ）

・水平打継目処理用 ディスパライト ER

（散布形 超遅延タイプ）

・鉛直打継目処理用 ディスパライト DV

（型枠用 塗布タイプ）

・鉛直打継目処理用 ディスパライト DV-S （型枠用 速乾塗布タイプ）

セメント系超軽量補修剤

安心補修パテ

６時間から２４時間以内（２０℃）

■ ニーズに合わせた４タイプ
コンクリート 打設

ディスパライト CR 散布

養 生

打継目処理

６時間から７２時間以内（２０℃）
コンクリート 打設

ディスパライト ER 散布

養 生

打継目処理

住友大阪セメント㈱

日本ジッコウ㈱

MY-３００工法

コンクリートの欠損部を、すばやく自然に直したい！

環境配慮型 農業用水路補修専用モルタル

５０ｇ×３袋/箱

農業生産の基盤である農業用水路の機能と景観を復元し、
生態系に配慮した水質の用水供給を実現します。

標準パック：Ｌ（淡）・Ｒ（標準）・Ｄ（濃） ３色 各１袋入

・脱型後のアバタやひび割れ、隙間、打ち継ぎ部など、
きれいに補修することが出来ます。
・絞り出して充填するだけ、ヘラ、コテ、指などで簡単に
施工出来ます。
・超速硬セメントベースのため、水吹き後は３０分程度で
表面が硬化します。
・アルミパック入りで携帯可能なハンディタイプ。

単色パック：Ｌ・Ｒ・Ｄ 同色３袋入り

サキモリ

施工前

施工後

断面修復用ポリマーセメントモルタル

カチモルハード

欠
損
部
の
補
修

※補修面への水生植物を定着させる、未来守りモルタルも
あります。

昭和電工建材㈱

高強度コンクリート構造物の欠損部補修用として開発された
特殊粉末樹脂入り（カチオン系）プレミックスモルタルです。

・圧縮強度５０Ｎ/ｍ㎡・付着強度２Ｎ/ｍ㎡以上の「高強度モルタル」です。
・欠損部補修に最適なモルタルです。
・付着強度を向上させるために、高性能「カチオン系粉末樹脂」を
配合しています。
・作業性が良く、簡単に施工出来ます。
２０ｋｇ 防湿紙袋入り

ジョイント・補修モルタル

エレホン・化成工業㈱

エレホン＃４１５
速硬タイプ

日
本
ジ
ッ
コ
ウ
㈱
の
強
力
な
助
っ
人
！
商
品

２５ｋｇ/防湿袋入
テクノスジャパン㈱

水中不分離モルタル

アタック水中モルタル

各種コンクリート構造物の
水中での欠損部補修。

アタック水中グラウト

各種コンクリート構造物の
水中での欠損部充填。

２０ｋｇ/袋

・水中での材料分離が少ない。（海水中も可）
・水中での補修が容易に行えます。
・コンクリート及びモルタルへの付着性に優れています。
アタック水中モルタル

業界初の水練りタイプ（プレミックス）の超無収縮モルタル

テクノスジャパン㈱

建築構造物の欠損部処理に。
水密性を要求されるＰコンの穴埋め処理に。

セパモル Ｚ-１００

アタック水中グラウト

２５ｋｇ 防湿袋入り

・水で練り混ぜるだけのプレミックスタイプです。
・早強性に優れ、高強度かつ高密度であるため高い耐久性を示します。
・硬化後、経時による硬化収縮も小さく、ほとんどひび割れしません。

あらゆるコンクリート構造物、二次製品をはじめ土木工事、水道設備工事、
下水道工事など整形補修用として開発された商品です。

テックス７
０．５/１/５ｋｇ ポリ容器
１８ｋｇ/缶

・水で練るだけで使用出来ます。（砂・セメント不要）
・継手目地、継手、パイプ廻りにも使用できます。
・接着力・防水性に優れています。

２５ｋｇ袋入り
１０ｋｇ袋入り

一材形繊維補強ポリマーセメントモルタル

テクノスジャパン㈱

超速硬性止水材

厚塗りタイプ

・早強性に優れ、高い耐久性を示します。
・垂直面でも１０～４０ﾐﾘの厚塗りが一回の吹き付け、又はこて塗り
作業が出来ます。
・粉末樹脂が配合されたプレミックス製品のため、水を加えて
練り混ぜるだけです。

無収縮モルタル

セパモルＺ-１００

モルタル ＭＡ-１００ コンクリート劣化部除去後の断面修復に。

テクノスジャパン㈱

ストップマスター

ＭＡ-１００ ・・・ ２５ｋｇ 防湿袋入り
テックス７ ･･･ １８kg /缶
（接着補強・吸水防止材）

・瞬結性で強度の発現が早く、粘着性も良好で
止水性に優れています。
・長期間経過しても亀裂を生じたり、剥離することがなく、
耐久性に優れています。
・止水後の経時による変色がありません。
３種類

４０ Ｓ

１ Ｍ

３ Ｍ

４０秒 タイプ

１分 タイプ

３分 タイプ

２０ｋｇ/ペール缶
（５ｋｇ ポリ袋×４）

