
FloorScoreは、アメリカの弾性床材協会(RFCI※1)と第三者認証機関SCS※2が
協同で作成した、室内空気環境に関する認証システムです。
この認証の取得によりLEED※3Pointの獲得に貢献します。
認証を取得している製品は581頁をご確認下さい。

※1 RFCI Resilient Floor Covering Instituteの略称。
※2 Scientific Certification Systemの略称。
※3 LEED Leadership in Energy&Environmental Design の略称、アメリカの環境性能評価システム。

環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リ
が認定した商品です。
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接着剤

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては521頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。

種　類
アクリル樹脂系
エマルション形

品　名 エコAR600 エコGAセメント LAYセメント
特　記 ビニル床材用汎用接着剤

タイル、シート、腰壁シートに使用 ピールアップ形接着剤 LAYフローリング施工に最適な粘着剤
ピールアップ形接着剤

価　格
（税抜き価格）

大 12,300円/缶 JISはけ
中  8,400円/缶
小  4,900円/缶

大     26,400円/缶
小      6,200円/缶
小     32,400円/ケース（6缶）
パック 7,000円/ケース（4パック）

6,200円/缶 専用はけ

缶容量
規　格

大　15㎏
中　  9㎏
小　  3㎏

大　　18㎏
小　　  3㎏
パック　1㎏

3㎏

外　観 白色　ペースト状 乳白色　ペースト状 乳白色　ペースト状

標準手配量
（採用時の目安） 0.30㎏/㎡

吸水性下地 非吸水性下地 吸水性下地 0.06～0.10㎏/㎡
非吸水性下地 0.04～0.06㎏/㎡0.06～0.10㎏/㎡ 0.04～0.06㎏/㎡

施工可能
面積（㎡）

大 約50㎡ 約180～300㎡ ローラー塗布
約300～450㎡ ̶

中 約30㎡ ̶ ̶ ̶

小 約10㎡ 約30～50㎡ ローラー塗布
約50～75㎡

約30～50㎡（吸水性下地）　
約50～75㎡（非吸水性下地）

パック ̶ 約10～16㎡ ローラー塗布
約16～25㎡ ̶

待ち時間
（採用時の目安） 10～20分 接着剤が半透明になるまで

20～60分
接着剤が半透明になるまで
目安：気温23℃のとき30分程度
気温5℃のとき60～90分程度

貼付可能時間
（採用時の目安） 10～60分 ̶ ̶

適用下地
（D.MODE測定値）

グレードⅠ（水分指標8％以下）
吸水性のある下地
吸水性の少ない下地

グレードⅠ（水分指標8％以下）
フリーアクセスフロア グレードⅠ（水分指標8％以下）

主　な
適用製品

ビニル床タイル
タフテックタイル
ビニル床シート全般
腰壁シート全般

ファブテックタイル
タイルカーペット
置敷きビニル床タイル

LAYフローリング専用

特　長

初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の納まりが良い。

非引火性

ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。
強いズレ抵抗性を持つ。
再接着力あり。
非引火性

LAYセメントに、専用はけ・専用JIG・施工要領書
をセットしている。
〈専用はけ・専用JIGは、構造に関する特許を取得
しています。〉
非引火性

ホルムアルデヒド
放散量区分 JIS  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆ JAIA  F☆☆☆☆

保　管 直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

ご注意

耐水性、耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれ
のあるモルタル床では使用不可。
詳細は563頁参照。

有効期間：12ヶ月

湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。
ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明に
なり始めてから貼付開始。
※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一
般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安と
なります。
詳細は563頁参照。

有効期間：12ヶ月

専用はけを使用し、糊山が出ないように施工する。
接着剤は、半透明になってから施工する。
早く乾かせたい場合は風をあてる。
耐湿（水）性がないため、湿気のおそれのある下地
には使用しない。
詳細は563頁参照。

有効期間：12ヶ月

集積限度 ̶ ̶ ̶

品番コード
大　　EAR600-L
中　　EAR600-M
小　　EAR600-S

大 　　 EGAC-L
小 　　 EGAC-S
小ケース 　　 EGAC-CA
パック（4パック）   EGAC4V-CA

LAYC-3
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種　類
ビニル共重合樹脂系 ウレタン樹脂系

溶剤形
品　名 巾木糊 USセメント 東リ低臭USセメント US200

特　記 巾木・壁面接着専用接着剤 耐湿工法用接着剤 低臭タイプ エコノミー版接着剤

価　格
（税抜き価格）

中  9,000円/缶
小  6,000円/缶
小 20,700円/ケース（4缶）プラはけ

大 32,000円/缶 両面はけ
中 18,000円/缶
小  8,800円/缶
小 31,200円/ケース（4缶）

大　33,000円/缶 両面はけ
中　20,000円/缶 大　22,000円/缶 両面はけ

缶容量
規　格

中　  9㎏
小　  4㎏

大　18㎏
中　  9㎏
小　  3㎏

大　18㎏
中　  9㎏ 大　16㎏

外　観 濃灰色　ペースト状 灰白色　ペースト状 灰褐色　ペースト状 淡灰色　ペースト状

標準手配量
（採用時の目安）

0.36㎏/㎡
高さ6cmの巾木の場合:22g/m

0.36㎏/㎡ 0.36㎏/㎡ 0.36㎏/㎡

施工可能
面積（㎡）

大 ̶ 約50㎡ 約50㎡ 約45㎡
中 約25㎡ 約25㎡ 約25㎡ ̶

小 約11㎡ 約8㎡ ̶ ̶

パック ̶ ̶ ̶ ̶

待ち時間
（採用時の目安） 5分 20～30分 夏（25～30℃）20～30分

冬（ 5～10℃）30～40分 20～30分

貼付可能時間
（採用時の目安） 5～30分 20～80分 夏（25～30℃）20～50分

  冬（ 5～10℃）30～120分 20～60分

適用下地
（D.MODE測定値） グレードⅠ（水分指標8％以下） グレードⅠ・グレードⅡa

（水分指標10％未満）
グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

主　な
適用製品

巾木
ビニル床材壁面接着用

ビニル床タイル
タフテックタイル
ビニル床シート全般
（一部機能性床材を除く）
プラート・プラートF

ビニル床材耐湿工法用接着剤
床暖房対応接着剤

アリーナフィット
NSパス・NSパス蓋付
アンダーレイシート
NSアンダーレイシート

ビニル床材耐湿工法用接着剤

ビニル床タイル全般
（一部機能性床材を除く）
ビニル床シート全般
（一部機能性床材を除く）
タフテックタイル

ビニル床材耐湿工法用接着剤

特　長
粘着力が強い。
立ち上がり面での糊の垂れ下がりが
ない。
速乾性。

初期粘着力に優れる。
耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。
床暖房対応。一液型。

耐湿工法用接着剤。
低臭型。一液型。

初期粘着力に優れる。
耐湿工法用接着剤。
一液型。

ホルムアルデヒド
放散量区分 JIS  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆

保　管 直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

ご注意

火気厳禁 火気厳禁 火気厳禁 火気厳禁
貼付可能時間が長い。
開缶時上澄み液がある場合、缶内で
上下によく混合してから使用する。
詳細は563頁参照。

有効期間：12ヶ月

施工後必ずガス抜き作業を行い、1時
間以内に再度ローラー押さえをする。
使用残は缶に戻さない。
開缶後は速やかに使用する。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

施工後必ずガス抜き作業を行い、1時
間以内に再度ローラー押さえをする。
使用残は缶に戻さない。開缶後は速
やかに使用する。一部の機能性床材・
プラートには使用不可。耐動荷重性
が要求される場所には使用不可。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

施工後必ずガス抜き作業を行い、1時
間以内に再度ローラー押さえをする。
使用残は缶に戻さない。開缶後は速
やかに使用する。一部の機能性床材・
プラートには使用不可。耐動荷重性
が要求される場所には使用不可。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

集積限度 ●●●●中111缶 ●●●●大55缶 ●●●●●●大155缶 ●●●●大62缶

品番コード
中 NTHC-M
小 NTHC-4
小ケース NTHC-CA

大 NUSC-L
中 NUSC-M
小 NUSC-S
小ケース NUSC-CA

大　　TUSC-L
中　　TUSC-M 大　　US200-L

接着剤
※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては521頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。
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接着剤

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては521頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。 ●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

種　類
エポキシ樹脂系
溶剤形

品　名 エポグレーST エポグレーS エポグレーSS 受注生産品

特　記 汎用性の高い
耐湿工法用接着剤

強度の優れた耐湿工法用接着剤
耐動荷重性用接着剤

ヒトエグランザ・ヒトエファイン専用接着剤
高耐動荷重性を求める部位向け

価　格
（税抜き価格）

大 28,000円/セット 両面はけ
小  8,600円/セット

中 23,000円/セット 両面はけ
小 11,500円/セット 大 36,800円/セット 両面はけ

缶容量
規　格

大 16㎏セット（A液8kg・B液8kg）
小  4㎏セット（A液2kg・B液2kg）

中 10㎏セット（A液5kg・B液5kg）
小  4㎏セット（A液2kg・B液2kg） 大 16㎏セット（A液8kg・B液8kg）

外　観 A液：淡灰色 ペースト状
B液：濃灰色 ペースト状

A液：灰白色 ペースト状
B液：濃灰色 ペースト状

A液：淡灰色 ペースト状
B液：濃灰色 ペースト状

標準手配量
（採用時の目安）

0.40㎏/㎡
（A液・B液混合後）

0.40㎏/㎡
（A液・B液混合後）

0.40㎏/㎡
（A液・B液混合後）

施工可能
面積（㎡）

大 約40㎡（A液・B液混合後） ̶ 約40㎡（A液・B液混合後）
中 ̶ 約25㎡（A液・B液混合後） ̶

小 約10㎡（A液・B液混合後） 約10㎡（A液・B液混合後） ̶

パック ̶ ̶ ̶

待ち時間
（採用時の目安） 20分 夏（25～30℃）20分

冬（ 5～10℃）30分
夏（25～30℃）20分
冬（ 5～10℃）30分

貼付可能時間
（採用時の目安）

夏（25～30℃）20～60分
冬（ 5～10℃）20～120分

夏（25～30℃）20～50分
冬（ 5～10℃）30～180分

夏（25～30℃）20～50分
冬（ 5～10℃）30～180分

適用下地
（D.MODE測定値）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

主　な
適用製品

タフテックタイル・フリータイル・フリータイルS・アリーナフィット・
耐薬スーパーKシートNW・耐薬スーパーKシートエクセラNW・
帯電防止フロアリューム・アースリューム・
NSフラッティ・NSアクアトレッド・ニュースタンロード・
消臭NSトワレNW・NSパス・NSパス蓋付
ビニル床材耐湿工法用接着剤

SGタイル・プラート
プラートF・オペリューム
ファクトリューム
耐動荷重性を必要とする製品
床暖房対応接着剤

ヒトエグランザ・ヒトエファイン

特　長

耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床
材に適用可能。
二液型。

強力耐湿工法用接着剤。
耐動荷重性。
床暖房対応。
二液型。

高い耐動荷重性が必要な部位への施工用
（ヒトエグランザ・ヒトエファイン専用）。
二液型。
〈受注条件〉
条件：1セット以上
納期：受注後4週間

ホルムアルデヒド
放散量区分 JIS  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆ JAIA  F☆☆☆☆

保　管 直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

ご注意

火気厳禁 火気厳禁 火気厳禁
開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液
を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わ
せる。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液
を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わ
せる。
溶剤による膨れを生じる事があるのでガス抜き、
待ち時間を厳守。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液
を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わ
せる。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

集積限度 ●●●●大62セット ●中28セット ●●●●大62セット

品番コード 大　　NSTEP-L
小　　NSTEP-S

中　　SEP-M
小　　SEP-S 大　　SSEP-L
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接着剤

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては521頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

種　類
エポキシ樹脂系 ゴム系
溶剤形 ラテックス形

品　名 導電エポグレー バスナセメントEPO エコロイヤルセメント エコLX巾木糊
特　記 アース工法用

短絡部専用接着剤
バスナフローレ・バスナアルティ・
バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤

汎用性のある経済的な
接着剤 巾木用接着剤

価　格
（税抜き価格） 小 11,500円/セット

大 35,000円/セット
小 11,500円/ケース

（1㎏セット4個）

大  9,200円/缶 JISはけ
中  6,300円/缶
小  4,600円/缶
小 15,000円/ケース（4缶）
パック   5,000円/ケース（4パック）

中     8,900円/缶
小     5,200円/缶
小    17,600円/ケース（4缶）プラはけ
パック  5,600円/ケース（4パック）

缶容量
規　格 小 2㎏セット（A液1kg・B液1kg）

大 16㎏セット（A液8kg・B液8kg）
小  1㎏セット（4個）
（A液0.5kg・B液0.5kg）

大   18㎏
中 　　　9㎏
小 　　　4㎏
パック　 1㎏

中　　 9㎏
小　　 3㎏
パック  1㎏

外　観 A液：濃黒色 ペースト状
B液：淡黒色 ペースト状

A液：淡灰色 ペースト状
B液：濃灰色 ペースト状 黄白色　ペースト状 黄白色　ペースト状

標準手配量
（採用時の目安）

0.40㎏/㎡
（A液・B液混合後）

0.40㎏/㎡
（A液・B液混合後） 0.33㎏/㎡ 0.33㎏/㎡

高さ6cmの巾木の場合:20g/m

施工可能
面積（㎡）

大 ̶ 約40㎡（A液・B液混合後） 約55㎡ ̶

中 ̶ ̶ 約27㎡ 約27㎡
小 約5㎡（A液・B液混合後） 約10㎡（A液・B液混合後） 約12㎡ 約9㎡
パック ̶ ̶ 約3㎡ 約3㎡

待ち時間
（採用時の目安） 20分 20分 5～20分 ̶

貼付可能時間
（採用時の目安）

夏（25～30℃）20～60分
冬（ 5～10℃）20～120分

夏（25～30℃）20～60分
冬（ 5～10℃）20～120分 5～60分 夏（25～30℃）  ～25分

冬（ 5～10℃）5～25分
適用下地

（D.MODE測定値）
グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

グレードⅠ（水分指標8％以下）
吸水性のある下地 グレードⅠ（水分指標8％以下）

主　な
適用製品

アースリュームのアース工法での
短絡部専用接着剤

バスナフローレ
バスナアルティ
バスナリアルデザイン
ラバナ

コンポジションタイル全般
（スレートスクエア・ストレイン・ダイナミックス
トーン・モクリン・ヴィアーレ・リノテスタ・ピエ
スタ・フリータイルを除く）
ビニル床シート
（機能性床材の一部、及び単層
ビニル床シートを除く）

ソフト巾木・ロング巾木・防汚抗菌ワ
イド巾木・ササラ巾木・ウェーブ巾木

特　長

電気抵抗値106Ω以下の優れた導電
性能をもつ接着剤。
二液型。

浴室用床シートバスナフローレ、バス
ナアルティ、バスナリアルデザイン、ラ
バナに適用。
防カビ仕様。
二液型。

塗布性に優れる。
粘着力が強い。
圧着後の納まりがよい。

非引火性

粘着力があり、作業性に優れる。
ソフト巾木の出隅も施工可能。
防汚抗菌ワイド巾木、ウェーブ巾木、
デザイン巾木の出隅は、
CRセメントをお使い下さい。
非引火性

ホルムアルデヒド
放散量区分 JAIA  F☆☆☆☆ JAIA  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆ JIS  F☆☆☆☆

保　管 直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

ご注意

火気厳禁 火気厳禁
開缶時上澄み液がある場合、缶毎に
撹拌後、二液を等量で充分に（色が
均一になるまで）混ぜ合わせる。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

開缶時上澄み液がある場合、缶毎に
撹拌後、二液を等量で充分に（色が
均一になるまで）混ぜ合わせる。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、
湿気のおそれのあるモルタル床では
使用不可。
詳細は563頁参照。

有効期間：12ヶ月

耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、
湿気のおそれのある壁面では使用
不可。
夏場は接着剤の乾燥にご注意下さい。
詳細は563頁参照。
有効期間：12ヶ月

集積限度 ●120セット ●●●●大62セット ̶ ̶

品番コード 小　　DENC-S 大　　BNEP-L
小　　BNEP-CA

大 ERC-L
中 ERC-M
小 ERC-S
小ケース ERC-CA
パック（4パック） ERC4V-CA

中 ELXTHC-M
小 ELXTHC-S
小ケース ELXTHC-CA
パック ELX4V-CA

接
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種　類
ゴム系

でん粉系
溶剤形

品　名 CRセメント GAスプレー 東リピュアボンド
特　記 巾木の出隅用接着剤 タイルカーペットの

補助用接着剤
壁紙施工用
でん粉系接着剤

価　格
（税抜き価格）

小  5,400円/缶
小 18,500円/ケース（4缶） 27,000円/ケース（10本） 3,700円/ケース

缶容量
規　格 小　3㎏ 430㎖/本

（10本/ケース） 18㎏

外　観 黄褐色　粘稠液 淡白色　透明 淡白色　ペースト状

標準手配量
（採用時の目安）

0.50㎏/㎡
（両面塗布） ̶ 0.14～0.16㎏/㎡

施工可能
面積（㎡）

大 ̶

10㎡/本
（両面塗布時） 約80～100㎡

中 ̶

小 約6㎡
パック ̶

待ち時間
（採用時の目安）

接着剤塗布後、充分溶剤をとばし、
指触乾燥後貼付。

スプレー後1～5分待ち、溶剤を
とばした後貼付。

夏（25～30℃）10～30分  冬（5～10℃）20～60分
※素材によって異なる

貼付可能時間
（採用時の目安） 30～100分 5～15分 夏（25～30℃）30～90分  冬（5～10℃）60～120分

※素材によって異なる

適用下地
（D.MODE測定値） グレードⅠ（水分指標8％以下） グレードⅠ（水分指標8％以下） ̶

主　な
適用製品

巾木（スタイル巾木を除く）
腰壁シートの出隅用
（ファブテック腰壁を除く）
ラバータイルの壁面施工用
カーペットの壁面（立上り部）
施工用の接着剤

タイルカーペットの補助用接着剤。 壁紙全般

主には
環境素材コレクション
リアルデコ

特　長

瞬間的に強力な接着力が得ら
れる。

速乾性に優れる最終固着型。
補修用に便利。
両面塗布。

一般的なでん粉系接着剤と比
べ施工可能時間が長く、剥が
れや隙間の発生を抑制。
JIS A 6922（壁紙用接着剤）

ホルムアルデヒド
放散量区分 JIS  F☆☆☆☆ ̶ JIS  F☆☆☆☆

保　管 直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

ご注意

火気厳禁 火気厳禁
全面に使用すると
後日縮みが発生する可能性がある。
巾木の場合、
出隅部のみに使用する。
詳細は563頁参照。

有効期間：6ヶ月

塗布後、
空ふかししノズルを清掃。
最後まで使い切る事。
火中に投げ込まない。
詳細は563頁参照。

有効期間：12ヶ月

5℃以下の低温環境下では
使用不可。
水で希釈せず原液で使用。

有効期間：6ヶ月

集積限度 ●小57缶 ●460本 ̶

品番コード 小 CRC-S
小ケース CRC-CA GASP WN01

種　類 接着剤残渣の凝固剤

品　名 クイックロック
特　記 接着剤残渣に

使用する凝固剤

価　格
（税抜き価格） 20,000円/ケース（3袋）

缶容量
規　格

3ｋｇ/袋
（3袋/ケース）

外　観 茶色　紛末状

標準手配量
（採用時の目安）

接着剤種別 標準添加量
（残渣接着剤重量比）

水性接着剤 15～20%

溶剤形接着剤 20～30%

でん粉系接着剤・
ピールアップ形
接着剤・東リ低臭
USセメント

30～40%

クロロプレンゴム
系接着剤・各種
継目処理剤

60～70%

待ち時間
（採用時の目安） 攪拌後10分

主　な
適用製品

水性接着剤
溶剤形接着剤
でん粉系接着剤・ピールアップ形
接着剤・東リ低臭USセメント
クロロプレンゴム系接着剤・各種
継目処理剤

特　長
水性・溶剤形を問わず、接着剤
の残渣に混ぜるだけで凝固し
ますので、接着剤を容易に廃棄
する事ができます。

ホルムアルデヒド
放散量区分 ̶

保　管 直接日光のあたらない場所。
（5℃～35℃）

ご注意

混練時に粉が舞う事があります。
接着剤残渣が多い場合、クイッ
クロックが容器からあふれ出た
り、また攪拌しにくい事がありま
す。容器に余裕がある状態で少
量ずつ混ぜて下さい。
接着剤の種類によって凝固の
仕方に差があります。また、標準
添加量より多くのクイックロック
が必要な場合があります。

〈特許出願中〉

集積限度 ̶

品番コード CQL3V-CA

接着剤・接着剤凝固剤

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては521頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。
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■ビニル床シート

溶接棒

溶接棒

溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

東リスーパーシーム液
or 溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リNSシール

エコAR600

エコロイヤルセメント、
エコAR600

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

＿
エコAR600、

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エコAR600、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーS

エコAR600 エポグレーSS

NSシートＮＳ800

フロアリュームプレーンNW

フロアリューム マーブルNW

フロアリュームソイルドNW

フロアリュームナッティNW

フロアリュームフレークNW

フロアリューム ラティスNW

マ チ ュア N W

ヒトエグランザ

ヒトエファイン

消臭ＮＳトワレNW

ノンワックスリュームNW

溶接棒 or
東リジョイントシールド

東リスーパーシーム液
or 溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒 or
東リジョイントシールド

■ビニル床タイル

吸水性のある下地
床　材　区　分 品　　名 継目処理の

方法

湿気のおそれのある下地
グレードⅡa（水分指標8～10%）

吸水性の
ない下地

（金属系下地等）＊1

事務椅子、キャスター付ベッド、
スイング式電動ベッド

などを使用し、荷重のかかった
キャスターが一定の範囲で
ねじる力が加わる場所。

耐動荷重性のある商品を選択し、
配膳車やハンドリフト、

自動搬送車やフォークリフトなど
キャスターの往来の激しい場所。

耐湿工法一般工法

施工時の下地条件 施工後の条件

＿ＬＡＹフローリング

ルースレイタイル

コンポジションタイル
ＫＴ

タフテックタイ ル

複層ビニル床タイル
ＦＴ

薄型置敷きビニル床タイル ＦＯＢ

置敷きビニル床タイル ＦＯＡ

単層ビニル床タイル ＴＴ

LAYセメント LAYセメント

USセメント、エポグレーS USセメント、エポグレーS USセメント、エポグレーS USセメント、エポグレーS

LAYセメント

エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーS ＊2

エコAR600
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エコAR600、
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200
エポグレーS

＿ ＿ ＿

エコAR600

エコAR600、
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200
エポグレーS

エコGAセメント
（ピールアップ工法）

エコGAセメント
（ピールアップ工法）

エコGAセメント
（ピールアップ工法）

＿ ＿ ＿

＿

＿

＿ ＿

乾燥した下地（改装下地）
グレードⅠ（水分指標8%以下）

吸水性の
少ない下地

（木質系下地等）

エコロイヤルセメント、
エコAR600

エコAR600

Ｍ Ｓプ レ ー ン

ＭＳフレッシュ

ロイヤルウッド

ロイヤルストーン

イークリンNW-EX

フリータイルＳ

Ｓ Ｇ タ イ ル

タフテックタイル

マ チ コ Ｖ

コ ー デ ラ

フェイソールプルス

リ フ ラ イ プ

グ ラノー ブ ル

リ ノ テ ス タ

ヴ ィ ア ー レ

スレートスクエア

モ ク リ ン

ダイナミックストーン

ピ エ ス タ

ス ト レ イ ン

フリ ー タ イ ル

エコAR600 USセメント・エポグレーST USセメント・エポグレーST USセメント・エポグレーST エポグレーSエポグレーST、USセメント、
US200

エコAR600、
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200
エポグレーS

エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーS ＊2エポグレーST、USセメント

複層ビニル床シート
FS ＊3

＊3
単層ビニル床シート

TS

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

＿

NSプレーンＮW

NSアクアトレッド

各種床材の下地別接着剤早見表
※下地のグレードについては521頁をご参照下さい。
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品　　名

直貼工法（全面接着工法）

施工時の下地条件
吸水性のある下地 吸水性の

少ない下地
吸水性の
ない下地

垂直面
（立上り）

半屋外
コンクリート
下地

重ね貼り＊8 仮設施工＊9

乾燥した下地 湿気のおそれのある下地

グリッパー
工法

タ イ ル カ ー ペ ット

ファブ テックタイル
耐湿クッションバッキング

ロールカーペット＊10

O .　　　 I .　　　C .

■繊維床材

可
不可

不可

不可

不可

＊8：ビニル床材への重ね貼りを想定しています。（但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。） ＊9：一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
＊10：ロールカーペットの一部製品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。

エコAR600

エコAR600

エコGAセメント

エコGAセメント、
エコAR600

エコAR600

エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

エコGAセメント、
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エコGAセメント、
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

＿

エポグレーST

＿

エコAR600

エコAR600

エコAR600

エコAR600

エコGAセメント エコGAセメント

巾木糊
巾木糊

巾木糊

巾木糊

不可

エコAR600

エコAR600

エコGAセメント

不可

O.I.C.テープ

O.I.C.テープ

置敷き又は
GAスプレー

不可

不可
不可

不可

エコGAセメント 置敷き又は
GAスプレー 不可

エポグレーS

エポグレーST

エコAR600、
エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200 ＿ ＿

エコロイヤルセメント、
エコAR600

エコロイヤルセメント、
エコAR600

USセメント、エポグレーS

エコAR600溶接棒

＿ USセメント、エポグレーS USセメント、エポグレーS USセメント、エポグレーS

バスナセメントEPO バスナセメントEPO バスナセメントEPO
バスナセメントEPO、
バスナテープ バスナセメントEPO バスナセメントEPO

バスナセメントEPO バスナセメントEPO バスナセメントEPO
バスナセメントEPO、
バスナテープ バスナセメントEPO バスナセメントEPO

エポグレーST

エポグレーST

USセメント、エポグレーST＋
導電エポグレー

＿

＿

エポグレーS

エポグレーS
エポグレーST エポグレーST

USセメント、エポグレーS＋
導電エポグレー

USセメント、エポグレーST＋
導電エポグレー

＿

＿

エコAR600 エポグレーST、USセメント エコAR600、
エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント エポグレーST、USセメント

USセメント、エポグレーS＋
導電エポグレー

エポグレーS＋
導電エポグレー

東リシーム液
or バスナシールSS

溶接棒

溶接棒

溶接棒

溶接棒

溶接棒 or
東リジョイントシールド
溶接棒 or
東リジョイントシールド

溶接棒

溶接棒

溶接棒
溶接棒

orバスナシールSS

溶接棒
orバスナシールSS
溶接棒

orバスナシールSS

クッ ション フロ ア
KS

■ビニル床シート

吸水性のある下地
床　材　区　分 品　　名 継目処理の

方法

湿気のおそれのある下地
グレードⅡa（水分指標8～10%）

事務椅子、キャスター付ベッド、
スイング式電動ベッド

などを使用し、荷重のかかった
キャスターが一定の範囲で
ねじる力が加わる場所。

耐動荷重性のある商品を選択し、
配膳車やハンドリフト、

自動搬送車やフォークリフトなど
キャスターの往来の激しい場所。

耐湿工法一般工法

施工時の下地条件 施工後の条件

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エコAR600、エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、
US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

吸水性の
ない下地

（金属系下地等）＊1乾燥した下地（改装下地）
グレードⅠ（水分指標8%以下）

＿

＿

＿

＿

＿＿

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント

USセメント USセメント

USセメント、エポグレーS

エコAR600

エポグレーS、
USセメント

エポグレーS、
USセメント

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、エポグレーS

＿

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、エポグレーS

USセメント、エポグレーST、
エコAR600 USセメント、エポグレーST

USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、エポグレーS

＿

USセメント、エポグレーS

アンダーレイシート
（ 上 下 共 ）

プラート・プラートＦ

NSアンダーレイシート
（上下共）    ＊5

タイルカーペット用
アンダーレイシート

FF用
アンダーレイシート

下 地 用 シ ー ト ＊4

ラ バ ー タ イ ル

ハノークカーペット

床暖房対応接着剤 ＊6

■その他

＊1：金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
＊2：フリータイル、フリータイルSの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
＊3：デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
＊4：当シートに重ね貼りを行う際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。

重ね貼りのできるシートには制約がありますのでご注意下さい。
＊5：NSシート専用アンダーレイシートです。
（NSアクアトレッド、NSフラッティ、消臭NSトワレNW、NSプレーンNW除く）

＊6：使用できる床材には制約がありますのでご注意下さい。
＊7：小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取り合いもない部位では、

従来通りエコAR600もご使用いただけます。

（注1）垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはCRセメントをご使用下さい。
（注2）吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこす事があります。施工作業では、

溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。
　　　なお重ね貼りには、接着剤はエポグレーST又は、USセメントが適しています。
　　 （事前にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重ね貼りは不可）
（注3）水のかかる可能性のある環境（トイレ、厨房など）で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は

東リNSシールでシールします。
（注4）土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
（注5）複層ビニル床タイルの冬期施工ではエポグレーST又は、USセメントをご使用下さい。
（注6）東リアンダーレイシート下地かつ、重量物や車輪のしごきによる局部荷重がかかる場合の継目処理には、

東リジョイントシールドは使用できません。

＿

＿

＿

USセメント、エポグレーS

USセメント、エポグレーS、
US200

エポグレーST、
USセメント、

東リ低臭USセメント、＊7
US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、＊7

US200

エコAR600、
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エコAR600、エポグレーST、
USセメント、東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

USセメント、エポグレーS
エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

吸水性の
少ない下地

（木質系下地等）

ケアセーフNW

耐薬スーパーＫシートNW

耐薬スーパーＫシート
エクセラNW

ＮＳ550遮熱ガーデント

ニュースタンロード

オ ペ リュ ー ム

アースリューム

ホスピリュームNW

アリーナフィット

S Fフロア N W

ＮＳフラッティ

NSリアルデザインNW

ファクトリューム

バスナアルティ

バスナフローレ

バスナリアルデザイン

ラ バ ナ

溶接棒

溶接棒

複層ビニル床シート
FS ＊3

発泡複層ビニル床シート
HS ＊3

＿

USセメント、エポグレーS

東リシーム液

東リシーム液

東リシーム液

東リシーム液

ＣＦシート -Ｈ

アンパンマンクッションフロア

ＣＦシート-ＳＤ
ＣＦシート-P NW

溶接棒 or
東リジョイントシールド

エコロイヤルセメント、
エコAR600

帯電防止フロアリューム

エポグレーST、USセメント、
東リ低臭USセメント、

US200

エポグレーS エポグレーS

エポグレーST エポグレーST

W
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環境問題を基準とした接着剤の選定

組成内容　×：原料として意図的には使用していない　　＊1：フタル酸ジーnーブチル　　＊2：フタル酸ジー2ーエチルヘキシル

近年、建物の気密化・化学物質の多様化に伴い、空気中の化学物質等が原因で体調を崩すシックハウス症候群
等が社会問題となってきています。各省庁では、この社会環境の変化に伴い下記の対応を実施しています。

厚生労働省（指針値）

国土交通省

国土交通省

文部科学省

東リ接着剤　　　　　　　組成内容　　　 表示 組成内容 組成内容 組成内容 組成内容 組成内容

ホルムアルデヒド トルエン キシレン パラジクロルベンゼン エチルベンゼン スチレン
100μg／m3 260μg／m3 200μg／m3 240μg／m3 3800μg／m3 220μg／m3

（0.08ppm） （0.07ppm） （0.05ppm） （0.04ppm） （0.88ppm） （0.05ppm）
必須 選択 選択 選択 選択

測定して書類に記載 任意で測定して書類に記載 任意で測定して書類に記載 任意で測定して書類に記載 任意で測定して書類に記載

必須 必須 選択 選択
（厚労省）指針値以下 （厚労省）指針値以下 （厚労省）指針値以下 （厚労省）指針値以下 （厚労省）指針値以下（厚労省）指針値以下

選択 選択

×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×

×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×
×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×

必須
（厚労省）法的数値以下

指針値等 対象物質名

メタノールは、揮発速度の速い溶剤です。このため、施工後一週
間程度で溶剤が揮発するので、室内に滞留する可能性の少な
い接着剤です。
上記の環境においては、メタノールを成分とした耐水性に優れ
た接着剤を使用し、施工後養生期間を充分にとった後、室内を
換気した上で入居など室内の利用を始めて下さい。

メタノールを成分とした耐水性に優れたエポキシ樹脂系接着剤
●エポグレーST

湿気のおそれのある下地や水のかかるおそれのある場所に
は、下記に記載している溶剤にメタノールを使用しているエ
ポキシ樹脂系接着剤をご採用下さい。　　　　　　　　

東リでは、揮発性有機化学物質の少ない室内空気環境対応品
として、下表の製品を開発しました。エコAR600は、特に配慮さ
れた接着剤です。

住宅など狭い室内には、室内空気環境対応接着剤をおすすめします。1）

1）

2）

2）

室内空気化学物質（13化学物質）の指針値と
TVOCの暫定目標値を設定。
建築基準法で、クロルピリホスの使用禁止・ホルム
アルデヒド放散量に応じた使用制限の設定。
住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確
法）で、住宅性能表示制度を利用する際のホルム
アルデヒド等に関する数値の設定。
学校環境衛生基準で、ホルムアルデヒド（必須）・
トルエン（必須）・キシレン（選択）・パラジクロルベ
ンゼン（選択）・エチルベンゼン（選択）・スチレン
（選択）の測定、並びにその数値が厚生労働省の
指針値を下回っている事を確認した後の引渡しの
義務付け。

厚生労働省

国土交通省

文部科学省

各省庁の室内化学物質に対する対応（2021年4月現在）＊詳細下表

各省庁の指針に基づく東リの対応

施工（使用）環境に配慮した接着剤の選定

エコロイヤルセメント
CRセメント
エコAR600
エコGAセメント
LAYセメント
エコLX巾木糊
巾木糊
USセメント
東リ低臭USセメント
US200
エポグレーST
エポグレーＳ

導電エポグレー
バスナセメントEPO
東リピュアボンド

建築基準法Ｆ☆☆☆☆対応
東リでは、建築基準法で対象となっている接着剤・壁装材・
壁装材用接着剤（デンプン糊）にＦ☆☆☆☆に対応した製
品を揃えています。
Ｆ☆☆☆☆
2003年7月に施行された改正建築基準法では、ホルムアル
デヒドを放散する可能性のある建材を定め、ホルムアルデヒ
ドの放散量に基づいて使用制限がかかります。（詳細507頁表参照）

　高分子系床材やカーペットは規制対象ではありません。
（565頁「建築基準法」を参照）

厚生労働省13指針値物質対応

×　　　　F☆☆☆☆　　　　× × × × ×エポグレーＳＳ

■各省庁指針値一覧表（2021年4月現在）

F☆☆☆☆：新JIS法20Lチャンバー法にて、ホルムアルデヒド放散量を測定し、その測定結果が5μg／m2h以下であるものは、F☆☆☆☆と表示する。
キシレン、DBP、DEHP指針値改定（2019年1月）
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■ホルムアルデヒド放散量とJIS A 5536区分（等級区分）
ＪＩＳ区分 　　　   　　 ホルムアルデヒドの放散速度 　　 　告示で定める建築材料 　内装仕上げの制限

   5μg／㎡h以下

   5μg／㎡hを超え
20μg／㎡h以下

20μg／㎡hを超え
120μg／㎡h以下

120μg／㎡hを超える

規制対象外

第3種ホルムアルデヒド
放散建築材料

第2種ホルムアルデヒド
放散建築材料

第1種ホルムアルデヒド
放散建築材料

使用制限無し

部屋の構造と換気により
使用面積制限

部屋の構造と換気により
使用面積制限

使用禁止

Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆

Ｆ☆☆

ＪＩＳ区分      　　　　　　　     接着剤の主成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   内　　容

Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆

Ｆ☆☆

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノー
ル樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有
モノマー、ロンガリット系触媒のいずれも使用していない
もの。
（ただし、メチロール基含有モノマー、ロンガリット系触媒
を使用した場合は、放散速度が5μg／㎡ｈ以下のもの）

アクリル樹脂系エマルション形
ゴム系ラテックス形

エポキシ樹脂系
ウレタン樹脂系
変成シリコ－ン樹脂系

酢酸ビニル樹脂系溶剤形
ビニル共重合樹脂系溶剤形
ゴム系溶剤形

放散速度が5μg／㎡h以下のもの

放散速度が20μg／㎡h以下のもの

放散速度が120μg／㎡h以下のもの

ラ
テ
ッ
ク
ス・

エ
マ
ル
シ
ョ
ン
形

反
応
形

溶
剤
形

ＪＩＳを取得していない工場で製造される接着剤や輸入品については、使用規程（原料制限）があるものに限り、日本接着剤工業会が
「自主管理規制品」と認定します。書類審査のうえ、等級区分（Ｆ☆☆☆☆）を認証表示できます。

建築基準法

日本産業規格

（1μg=0.001mg）

自主管理規制について

製造が国内、国外であるにかかわらず、日本国内で販売される接着剤に関して、第三者機関（建材試験センターなど）で試験されたホル
ムアルデヒド放散量データをつけて、大臣認定（国土交通省）を申請する事ができます。審査の上合格したものは、防火認定と同様、認定
番号を取得し、認証表示ができます。

大臣認定について

表示なし

TVOC
400μg／m3

（暫定目標値）

組成内容

クロルピリホス
1μg／m3

（0.07ppb）

使用禁止

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

組成内容

DBP＊1

17μg／m3

（1.5ppb）

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

組成内容

テトラデカン
330μg／m3

（0.04ppm）

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

組成内容

DEHP＊2

100μg／m3

（6.3ppb）

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

組成内容

ダイアジノン
0.29μg／m3

（0.02ppb）

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

組成内容

アセトアルデヒド
48μg／m3

（0.03ppm）

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

組成内容

フェノブカルブ
33μg／m3

（3.8ppb）

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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種　類 溶接棒
略　号 FLYO SFYO NSYO HTEYO

材　質 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂

機　能 抗菌 抗菌 非抗菌 非抗菌・耐候性 抗菌 抗菌

規　格 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻
価　格

（税抜き価格） 2,650円/巻 2,650円/巻 2,200円/巻 2,650円/巻 2,650円/巻 2,650円/巻

標準手配量 1m/1m 1m/1m 1m/1m 1m/1m 1m/1m 1m/1m

主な
適用製品

フロアリュームプレーンNW＊
フロアリュームマーブルNW＊
フロアリュームソイルドNW＊
フロアリュームナッティNW＊
フロアリュームフレークNW＊
フロアリュームラティスNW＊

SFフロアNW＊ NSプレーンNW＊ NSシート NS800
（東リNSステップ800・
NSセパレーン・NSパス・
NSパス蓋付）
NSリアルデザインNW＊
NS550遮熱ガーデント

NSフラッティ
NSアクアトレッド
消臭NSトワレNW＊

ヒトエグランザ＊
ヒトエファイン＊

ご注意 詳細は563頁参照。

種　類 溶接棒
略　号 CARYO FSYO TSYO ARNYO BNYO

材　質 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂

機　能 抗菌 抗菌 非抗菌 抗菌 抗菌 抗菌・防カビ

規　格 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻 3.5㎜φ×50m巻
価　格

（税抜き価格） 2,650円/巻 2,650円/巻 2,200円/巻 2,650円/巻 2,650円/巻 2,650円/巻

標準手配量 1m/1m 1m/1m 1m/1m 1m/1m 1m/1m 1m/1m

主な
適用製品

ケアセーフNW＊ マチュアNW＊ ファクトリューム
アースリューム
TMフロア
帯電防止フロアリューム
ニュースタンロード

ノンワックスリュームNW＊
耐薬スーパーKシートNW＊
耐薬スーパーKシートエクセラNW＊
ホスピリュームNW＊
オペリューム

アリーナフィット＊ バスナフローレ
バスナアルティ
バスナリアルデザイン

ご注意 詳細は563頁参照。

溶接棒

※NWシリーズの専用溶接棒は、一般ビニル床シート用溶接棒に比べ硬めになっています。
熱風溶接後の溶接棒があたたかいうちにカットを行って下さい。

床材の接着剤が充分に乾燥するまで（24時間以上）養生してから、溶接作業にかかります。①

継ぎ目部は、厚さ1.0mm～1.5mm程度を、Uカット又はVカットします。
継ぎ目を2～3mmあけて溶接すると充分な強度が得られないので、
必ず溝切りを行います（図参照）。

③
必ず床材ごとの専用溶接棒を使用。事前に使用分の長さに切っておきます。②

熱風溶接工法

溶接機を使用し、専用溶接棒を熱溶接します。温度に注意し、ノズル
先端に圧力をかけて溶接を行います。（スピードを控え目にして双
方のシートに確実に均等に熱と力が加わるようにして下さい。）

④
余盛り部分を、スペーサーを使用してスパトラナイフなどでカットし、
充分に冷えてから仕上げカットを行います。
（一度でカットすると溶接棒のやせが生じ、きれいに仕上りません。）
⑤

下地

シート

継ぎ目を2～3mmあけて
溶接すると充分な強度が
得られません。

U又はVカット

シート

シートシート

下地

×

●ご注文について：対応するシートの頁に記載されている溶接棒の品番にてご用命下さい。
＊NWシリーズの溶接棒は防汚仕様です。
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種　類 継目/端部処理剤 端部処理剤 隙間充填剤

品　名 東リNSシール バスナシールSS 東リNSシールⅡ 東リステップ用セメント
（カートリッジ）

特　記 NSシート専用
継目・端部処理剤

バスナフローレ、
バスナアルティ、
バスナリアルデザイン、
ラバナ
専用継目・端部処理剤

NSシート、
NSアンダーレイシート
専用端部処理剤

東リNSステップ800
段鼻用隙間充填剤

価　格
（税抜き価格） 5,500円/セット 12,000円（2本/ケース） 6,500円（2本/ケース）

26,000円（10本/ケース） 3,600円/2本セット

規　格
500gセット/ケース
（A液420g B液80g）
マスキングテープ4巻同梱
（18㎜幅×18m巻）

333㎖/本
マスキングテープ4巻同梱
（18㎜幅×18m巻）

333㎖/本
2本入はマスキングテープ4巻同梱
（18㎜幅×18m巻）

333㎖×2本/ケース

組　成 二液型ウレタン樹脂系 変成シリコーン系 変成シリコーン系 変成シリコーン系

標準手配量
（採用時の目安） 18m/セット 15m/本 NSシートの端部  18m/本

NSシート＋NSアンダーレイシート  9m/本
900mm幅  7枚/本
1200mm幅  5枚/本

適　用

NSシート全般の水がかかる場所で
の端部仕上げ用。
NSアクアトレッドの継目仕上げ用。
NSシート全般・東リNSステップ800
の全色対応色あり。

バスナフローレ、
バスナアルティ、
バスナリアルデザイン、ラバナの
端部仕上げ用。
バスナフローレ、
バスナアルティ、
バスナリアルデザイン、ラバナの
継目処理剤。

屋外でのNSシート全般の水がかか
る場所での端部仕上げ用。
NSアンダーレイシート施工時の端
部仕上げ用。
【屋外】
NSシート NS800・東リNSステッ
プ800・NS550遮熱ガーデント・
NSリアルデザインNW。
【屋内】
消臭NSトワレNW（乾式清掃のみ
使用可能）・NSリアルデザインNW。

東リNSステップ800の
段鼻隙間専用の充填剤。

特　長

耐候性に優れる。
マスキングテープ・
空カートリッジ・
ヘラがセット。

一液カートリッジタイプ。
バスナシリーズ、ラバナ近似色を用意。
抗菌・防カビ仕様。
高い強度や温水の使用、耐浴室用
洗剤性等、浴室での使用を想定し
た専用設計。

一液カートリッジタイプ。
二液タイプと異なり、混練する手間
がいらず直ちに使用できます。
共通使用11色（NSパス近似色）を
用意。
耐候性に優れる。
抗菌・防カビ仕様。
弾力性があり、床材に追随し、NSア
ンダーレイシート施工時に適してい
ます。

一液カートリッジタイプ。
二液タイプと異なり、混練する手間
がいらず直ちに使用できます。

ホルムアルデヒド
放散量区分

JAIA F☆☆☆☆
（但し、規制対象外）

JAIA F☆☆☆☆
（但し、規制対象外）

JAIA F☆☆☆☆
（但し、規制対象外）

JAIA F☆☆☆☆
（但し、規制対象外）

ご注意

火気厳禁
コーキングガンが必要。
A液B液を充分に混合。
開封後は速やかにご使用下さい。
夏場、東リNSシールに「膨れ」が発
生する可能性があるので、B液の量
を1/2～3/4に減量する事をおすす
めします。その場合は硬化時間が長
くなるので、24時間程度歩行しな
いで下さい。NSアンダーレイシート
施工時には使用不可。東リNSシー
ルⅡをご使用下さい。詳細は564頁
参照。

火気厳禁
コーキングガンが必要。
詳細は564頁参照。

火気厳禁
コーキングガンが必要。
詳細は564頁参照。

火気厳禁
コーキングガンが必要。

集積限度 ●●●●2,750セット ●●●●●2,815セット ●●●●●563セット（10本/ケース） ●●●●●3,312セット

品番コード 442頁の品番対応表にて
ご用命下さい。 BNSL＋色番 442頁の品番対応表にて

ご用命下さい。 STPC-CA2

継目/端部処理剤・隙間充填剤

※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。
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種　類 継目処理剤

品　名 東リ
シームセット

東リ
シーム液

東リ
シーム容器

東リ
シームシーラー

東リスーパーシーム液

容器セット シーム材料セット

特　記 クッションフロア、ラバナの継ぎ目専用
クッションフロア、
ラバナの
継ぎ目専用

シート床材の継目処理用。
容器セットとシーム材料セットを
組み合わせて使用

価　格
（税抜き価格） 22,000円/ケース 10,000円/ケース 12,000円/ケース 10,800円/ケース 10,500円/セット 13,200円/セット

規　格
200g/セット
（シーム容器付）
200g×10セット/ケース

200g/本
200g×10本/ケース 10本/ケース 40g/個（チューブ入）

40g×20個/ケース
ノズル容器
ノズルクリーニング
ボトル（100㏄）

東リスーパーシーム液
（450㎖）
マスキングテープ
（30㎜幅×50m巻3本）

組　成 塩ビ系溶剤形 塩ビ系溶剤形 ̶ 塩ビ系溶剤形
テトラヒドロフラン
（ノズルクリーニング）ボトル内

テトラヒドロフラン+
塩ビ樹脂

標準手配量
（採用時の目安）

2.2g/シームm
（90m/セット）

2.2g/シームm
（90m/本） ̶ 2.2g/シームm

（18m/個） ̶ 150m/セット

適　用

クッションフロア、ラバナの継目仕上げ用。 クッションフロア、
ラバナの継目
仕上げ用。

マチュアNW
ノンワックスリュームNW
の継目溶着用。
※東リアンダーレイシート下地には
　使用できません。

特　長

継ぎ目が目立ちにくく
ゴミが溜まりにくい。
シーム注入器・接着液
の別売あり。
抗菌剤入り。
低光沢仕様。

継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。
抗菌剤入り。
低光沢仕様。

継ぎ目が目立ちにくく
ゴミが溜まりにくい。
抗菌剤入り。
専用ノズル付。

継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。
溶着強度が強く継ぎ目を一体化できる。

ホルムアルデヒド
放散量区分 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

ご注意

火気厳禁
シートトップ層の断面にも液を注入する。
液が広がりすぎないように注意。
詳細は564頁参照。

湿度が高いときは使用しないで下さい。
白化する事があります。
（注）使用する前によく振る事。

シートトップ層の断面
にも液を注入する。
液が広がりすぎないよ
うに注意。
詳細は564頁参照。

火気厳禁
シートトップ層の断面
にも液を注入する。
液が広がりすぎないよ
うに注意。
詳細は564頁参照。

湿度が高いときは使用
しないで下さい。
白化する事があります。

火気厳禁
詳細は564頁参照。

集積限度 ●100ケース ●100ケース ̶ ●220ケース ●400セット ●88セット

品番コード SEAM-S-S SEAM-K-S SEAM-B HC-SEAM SSYO SSZA

継目処理剤

※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。
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継目処理剤（東リ ジョイントシールド）

※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。

種　類 継目処理剤

品　名
東リジョイントシールド＜特許取得＞

フルセット 液セット 替え針セット JSテープ
特　記 専用ノズル付フルセット シールド液補充用液セット

（専用ノズルなし） 専用ノズル装着用替え針 専用テープ

価　格
（税抜き価格） 5,000円/セット 3,400円/セット 6,300円/セット

（10本セット）
1,140円/セット
（3巻セット）

規　格

シールド液180g
専用ボトル、JSテープ
ハンドローラー巻付け用スポンジ
施工要領書、キャップ
専用ノズル（針込み）

シールド液180g
専用ボトル
JSテープ
ハンドローラー巻付け用スポンジ
施工要領書

専用ノズル用替え針（10本） JSテープ3巻セット（18m/巻）

組　成 塩ビ系溶剤形 塩ビ系溶剤形 ̶ アクリル系粘着樹脂、和紙

標準手配量
（採用時の目安）

50m/セット
SFフロアNW（3.5mm厚）35m/セット
ケアセーフNW 30m/セット

50m/セット
SFフロアNW（3.5mm厚）35m/セット
ケアセーフNW 30m/セット

̶ ̶

適　用
ホスピリュームNW
マチュアNW
ノンワックスリュームNW

特　長
ビニル床シートを美しく仕上げる継目接着工法（ジョイントシールド工法）。シールド液は抗菌・防カビ仕様。
【ポイント1】溶接棒と比べて継ぎ目が目立ちにくい　　【ポイント2】溶接棒同等の高い強度と耐久性　　【ポイント3】4ステップの新工法
※東リジョイントシールドは、構造・配合及び施工方法に関する特許を取得しています。

ホルムアルデヒド
放散量区分 対象外 対象外 対象外 対象外

ご注意
火気厳禁 詳細は564頁参照。　（注）使用する前によく振る事。
液状のため、立面部分には使用できません。
東リアンダーレイシート下地での施工は可能ですが、重量物や車輪などの
局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。

̶ ̶

集積限度 ●1000セット ●1000セット ̶ ̶

品番コード NS/FL/TS/SF/FS/HTE/CAR＋
JS＋床材品番＋FU

NS/FL/TS/SF/FS/HTE/CAR＋
JS＋床材品番＋EK JSHARI JSTAPE

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

SFフロアNW
ケアセーフNW

フロアリュームプレミアNWシリーズ
フロアリュームプレーンNW
フロアリュームマーブルNW

消臭NSトワレNW
ヒトエグランザ
ヒトエファイン

オートンリペアカラーQィック品      名
用      途
規      格
標準手配量
出荷単位
品      番

塩ビ床材の継目補修・立面施工の継目接着
200g/本
25ｍ/本
1本より
512頁参照

※オートンリペアカラーQィックは、東リにて取扱いしております。
※詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

◎ 豊富なカラーラインアップ。
自然な仕上りでお使いいただけます。

◎ べたつかないので、汚れが
つきにくくなっています。

◎ 塩ビ床材との接着性がよく、
乾燥が速いので、
施工性に優れています。

やせが少ない
キレイな継ぎ目カットにおすすめ

汚れが付きにくい

強い接着力

汚れが付きにくい

優れた施工性

オートンリペアカラーQィック
立面の巻上げ部分の継目処理にも使用できるコーキング材

東リ リノカット
ビニル床シートの施工時に使用
できる継ぎ目カット用の施工道具

■ 巻上げ部の施工方法
◎東リ ジョイントシールドは、液状のため、立面部分には使用できません。
◎巻上げ部の継ぎ目には、オートンリペアカラーQィックをお使い下さい。

＜使用方法＞

継ぎ目に約0.5mm程度の隙間をあけて
オートンリペアカラーQィックを充填して下さい。
両横にマスキングテープを貼ると綺麗に
仕上ります。
※詳しい施工方法は、東リ営業所まで
お問合わせ下さい。

※東リリノカットは、東リにて取扱いしております。
※詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。
※詳しい施工方法は、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

LCT LCT-HA

東リリノカット

ー

東リリノカット
替え刃（10枚入）

品      名

品      番

同 梱 物
カット刃 2枚（本体にセット）

替え刃 8枚
カット刃保護カバー
取扱説明書

◎「東リリノカット」は、さまざまなビニル床シートのジョイント
カット処理に使用できます。

◎ ビニル床シートのジョイント部分をスムーズに正確にカット
でき、きれいにビニル床シートのジョイント部分が仕上ります。

東リリノカットを包み込むように持ち、下方向にカット刃を
押しあてながら進める事で、カットできます。

巻上げ部の
継ぎ目
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「オートンリペアカラーQィック」対応品番一覧表
ビニル床シート

品番
オートンリペアカラーQィック

色 品番

ヒトエグランザ（358頁）

HTE1001 ライチホワイト ORC128

HTE1002 ライトグレー ORC123

HTE1003 グレー ORC124

HTE1004 レイモンドブラック ORC149

HTE1005 クリームベージュ ORC134

HTE1006 ホワイトベージュ ORC106

HTE1007 アッシュブラウン ORC132

HTE1008 ブラウニーブラウン ORC136

HTE1009 ライトベージュ ORC103

HTE1010 ライトベージュ ORC103

HTE1011 ライトブラウン ORC111

HTE1012 イエローベージュ ORC108

HTE1013 メイプルオレンジ ORC139

HTE1014 ピンク ORC116

HTE1015 グレー ORC124

HTE1016 グリーン ORC119

HTE1017 ライトブルー ORC121

ヒトエファイン（360頁）

HTE2001 ライトグレー ORC123

HTE2002 スチールグレー ORC129

HTE2003 ブラック ORC126

HTE2004 ホワイトベージュ ORC106

HTE2005 ダークグレー ORC125

HTE2006 エスエルベージュ ORC133

HTE2007 ダークブラウン ORC115

HTE2008 コバルトブルー ORC147

HTE2009 オニキスグリーン ORC155

HTE2010 ホワイト ORC102

HTE2011 ダークグレー ORC125

HTE2012 ホワイト ORC102

HTE2013 ミドルベージュ ORC104

HTE2014 ガーナブラウン ORC140

HTE2015 ライトブルー ORC121

HTE2016 レイモンドブラック ORC149

フロアリュームプレーンNW （362頁）

FL1001 スノーホワイト ORC127

FL1002 アイスホワイト ORC101

FL1003 ライチホワイト ORC128

FL1004 ライトグレー ORC123

FL1005 グレー ORC124

FL1006 シルバーミスト ORC130

FL1007 ブラック ORC126

FL1008 ライトベージュ ORC103

FL1009 スモークベージュ ORC105

FL1010 ライトブラウン ORC111

FL1011 ブラウニーブラウン ORC136

FL1012 マリンブルー ORC148

FL1013 リーフグリーン ORC154

FL1014 マンゴーオレンジ ORC138

FL1015 ライムグリーン ORC152

FL1016 チェリーレッド ORC144

FL1017 ローズレッド ORC145

ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

フロアリュームマーブルNW （364頁）

FL1501 アイスホワイト ORC101

FL1502 スモークベージュ ORC105

FL1503 ダークベージュ ORC107

FL1504 アイスホワイト ORC101

FL1505 ライトグレー ORC123

FL1506 スチールグレー ORC129

FL1507 シルバーミスト ORC130

FL1508 ブラック ORC126

FL1509 スモークベージュ ORC105

FL1510 リブベージュ ORC131

FL1511 アッシュブラウン ORC132

FL1512 エスエルベージュ ORC133

FL1513 レイモンドブラック ORC149

FL1514 クリームベージュ ORC134

FL1515 スモークベージュ ORC105

FL1516 チャコールオーレ ORC135

FL1517 ブラウニーブラウン ORC136

FL1518 オニキスグリーン ORC155

FL1519 ベビーブルー ORC146

FL1520 コバルトブルー ORC147

FL1521 スプラウトグリーン ORC150

FL1522 オリーブグリーン ORC153

FL1523 ミントグリーン ORC151

FL1524 イエローベージュ ORC108

FL1525 オレンジベージュ ORC109

FL1526 バレンシアオレンジ ORC137

FL1527 メイプルオレンジ ORC139

FL1528 ガーナブラウン ORC140

FL1529 ライトベージュ ORC103

FL1530 ベーシックオレンジ ORC141

FL1531 ベージュピンク ORC142

FL1532 キャロットピンク ORC143

FL1533 レンガブラウン ORC114

フロアリュームソイルドNW （366頁）

FL621 リブベージュ ORC131

FL622 アッシュブラウン ORC132

FL623 シルバーミスト ORC130

FL624 ブラック ORC126

FL625 リブベージュ ORC131

FL626 リブベージュ ORC131

FL627 ダークグレー ORC125

FL628 エスエルベージュ ORC133

FL629 ライトベージュ ORC103

FL630 ミドルベージュ ORC104

FL631 ベージュピンク ORC142

FL632 ピンク ORC116

FL633 オレンジベージュ ORC109

FL634 グリーン ORC119

FL635 ブルー ORC122

フロアリュームフレークNW （368頁）

FL901 リブベージュ ORC131

FL902 リブベージュ ORC131

ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

FL903 リブベージュ ORC131

FL904 アッシュブラウン ORC132

FL905 ブラウニーブラウン ORC136

FL906 エスエルベージュ ORC133

FL907 ブラック ORC126

FL908 クリームベージュ ORC134

FL909 ピンク ORC116

フロアリュームナッティNW （369頁）

FL301 スモークベージュ ORC105

FL302 ミドルベージュ ORC104

FL303 ダークベージュ ORC107

FL304 ダークブラウン ORC115

FL305 オレンジベージュ ORC109

FL306 オレンジベージュ ORC109

FL307 ブラウン ORC112

FL308 ダークブラウン ORC115

フロアリュームラティスNW （370頁）

FL721 リブベージュ ORC131

FL722 ライトグレー ORC123

FL723 スチールグレー ORC129

FL724 シルバーミスト ORC130

FL725 ブラック ORC126

FL726 ミドルベージュ ORC104

FL727 チャコールオーレ ORC135

FL728 ダークブラウン ORC115

FL729 ミドルベージュ ORC104

FL730 ブラウン ORC112

FL731 レイモンドブラック ORC149

FL732 ダークグリーン ORC120

ノンワックスリュームNW （372頁）

TS5002 ダークグレー ORC125

TS5003 ライトブラウン ORC111

TS5005 シルバーミスト ORC130

TS5105 ライトベージュ ORC103

TS5106 リブベージュ ORC131

TS5202 オレンジベージュ ORC109

TS5203 メイプルオレンジ ORC139

TS5207 ライトベージュ ORC103

TS5208 イエローベージュ ORC108

TS5209 ブラウン ORC112

TS5210 ブラウン ORC112

TS5211 ガーナブラウン ORC140

TS5214 ブラウン ORC112

TS5215 ミドルブラウン ORC113

TS7001 リブベージュ ORC131

TS7005 ライトベージュ ORC103

TS7006 オレンジベージュ ORC109

TS7009 ライトブラウン ORC111

TS7012 エバーグリーン ORC118

TS7013 リブベージュ ORC131

TS7014 アッシュブラウン ORC132

TS7016 ブラック ORC126

TS7017 ホワイト ORC102

ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

TS7019 キャロットピンク ORC143

TS7020 アクアブルー ORC156

TS7021 コバルトブルー ORC147

TS7022 グリーン ORC119

TS7023 キャロットピンク ORC143

TS7101 クリームベージュ ORC134

TS7103 ライトブラウン ORC111

TS7105 ダークグレー ORC125

TS7106 ブラウニーブラウン ORC136

TS7107 アッシュブラウン ORC132

マチュアNW （376頁）

FS4001 ライトブラウン ORC111

FS4002 ダークグレー ORC125

FS4003 チャコールオーレ ORC135

FS4004 ホワイト ORC102

FS4005 ダークベージュ ORC107

FS4006 ブラウン ORC112

FS4007 ダークブラウン ORC115

FS4008 エスエルベージュ ORC133

FS4009 ライトブラウン ORC111

FS4010 ホワイトベージュ ORC106

FS4011 ブラウニーブラウン ORC136

FS4012 ダークブラウン ORC115

FS4013 ガーナブラウン ORC140

FS4014 エスエルベージュ ORC133

FS4015 ライトブラウン ORC111

FS4016 チャコールオーレ ORC135

FS4017 ブラウニーブラウン ORC136

FS4018 オレンジベージュ ORC109

FS4019 オレンジベージュ ORC109

FS4020 ミドルベージュ ORC104

FS4021 ライトブラウン ORC111

FS4022 ミドルベージュ ORC104

FS4023 チャコールオーレ ORC135

FS4024 ブラウン ORC112

FS4025 ブラウン ORC112

FS4026 ブラウン ORC112

FS4027 チャコールオーレ ORC135

FS4028 ガーナブラウン ORC140

FS4029 ガーナブラウン ORC140

FS4030 ダークブラウン ORC115

FS4031 ブラウン ORC112

FS4032 オレンジベージュ ORC109

FS4033 オレンジベージュ ORC109

FS4034 オレンジベージュ ORC109

FS4035 オレンジベージュ ORC109

FS4036 ミドルベージュ ORC104

FS4037 オレンジベージュ ORC109

FS4038 ブラウン ORC112

FS4039 ミドルブラウン ORC113

FS4040 アッシュブラウン ORC132

FS4041 アッシュブラウン ORC132

FS4042 ライトグレー ORC123
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ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

FS4043 リブベージュ ORC131

FS4044 シルバーミスト ORC130

FS4045 ライトグレー ORC123

FS4046 ダークグレー ORC125

FS4047 ダークベージュ ORC107

FS4048 シルバーミスト ORC130

FS4049 ミドルベージュ ORC104

FS4050 アイスホワイト ORC101

FS4051 ライチホワイト ORC128

FS4052 アイスホワイト ORC101

FS4053 ライチホワイト ORC128

FS4054 シルバーミスト ORC130

FS4055 エスエルベージュ ORC133

FS4056 ダークベージュ ORC107

FS4057 エスエルベージュ ORC133

FS4058 ライトベージュ ORC103

FS4059 エスエルベージュ ORC133

FS4060 ブラウン ORC112

FS4061 ライトグレー ORC123

FS4062 スモークベージュ ORC105

FS4063 スモークベージュ ORC105

FS4064 ミドルベージュ ORC104

FS4065 ライトベージュ ORC103

FS4066 ライトベージュ ORC103

FS4067 クリームベージュ ORC134

FS4068 スモークベージュ ORC105

FS4069 ライトグレー ORC123

FS4070 オレンジベージュ ORC109

FS4071 ライトブラウン ORC111

FS4072 グレー ORC124

FS4073 ライトグレー ORC123

FS4074 ダークグレー ORC125

FS4075 リブベージュ ORC131

FS4076 ダークベージュ ORC107

FS4077 ホワイトベージュ ORC106

FS4078 エスエルベージュ ORC133

FS4079 ミドルベージュ ORC104

FS4080 オレンジベージュ ORC109

FS4081 ブラウニーブラウン ORC136

FS4101 アイスホワイト ORC101

FS4102 ライチホワイト ORC128

FS4103 クリームベージュ ORC134

FS4104 ライチホワイト ORC128

ホスピリュームNW （384頁）

TS2301 ミドルベージュ ORC104

TS2302 チャコールオーレ ORC135

TS2303 ミドルベージュ ORC104

TS2304 ガーナブラウン ORC140

TS2305 ガーナブラウン ORC140

TS2306 ダークブラウン ORC115

TS2307 オレンジベージュ ORC109

TS2308 ブラウン ORC112

TS2309 ブラウン ORC112

ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

28SF4112 オレンジベージュ ORC109

28SF4113 ブラウン ORC112

28SF4114 ライトブラウン ORC111

28SF4115 ライトブラウン ORC111

28SF4116 オレンジベージュ ORC109

28SF4117 オレンジベージュ ORC109

28SF4118 オレンジベージュ ORC109

28SF4119 リブベージュ ORC131

28SF4120 アッシュブラウン ORC132

28SF4121 ダークグレー ORC125

28SF4122 クリームベージュ ORC134

28SF4123 ホワイトベージュ ORC106

28SF4124 ミドルベージュ ORC104

28SF4125 ライトベージュ ORC103

28SF4126 オレンジベージュ ORC109

28SF4127 リブベージュ ORC131

28SF4128 ダークグレー ORC125

28SF4129 ベビーブルー ORC146

28SF4130 ミドルベージュ ORC104

28SF4131 ライトブラウン ORC111

28SF4132 ミントグリーン ORC151

28SF4133 イエローベージュ ORC108

28SF4134 オレンジベージュ ORC109

28SF4135 ベーシックオレンジ ORC141

ケアセーフNW （392頁）

CAR301 ミドルベージュ ORC104

CAR302 ライトブラウン ORC111

CAR303 ミドルベージュ ORC104

CAR304 チャコールオーレ ORC135

CAR305 ガーナブラウン ORC140

CAR306 ガーナブラウン ORC140

CAR307 オレンジベージュ ORC109

CAR308 オレンジベージュ ORC109

CAR309 ブラウン ORC112

CAR310 ライトベージュ ORC103

CAR311 ミドルベージュ ORC104

CAR312 ブラウン ORC112

CAR313 ミドルベージュ ORC104

CAR314 ミドルベージュ ORC104

CAR315 ライトベージュ ORC103

消臭NSトワレNW （434頁）

NS4801 イエローベージュ ORC108

NS4802 ピンク ORC116

NS4803 ライトグリーン ORC117

NS4804 アッシュブラウン ORC132

NS4805 エスエルベージュ ORC133

NS4806 ライチホワイト ORC128

NS4808 ライトブルー ORC121

NS4815 ミドルベージュ ORC104

NS4816 オレンジベージュ ORC109

NS4817 ミドルブラウン ORC113

NS4821 ホワイト ORC102

NS4822 ライトベージュ ORC103

ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

TS2310 ガーナブラウン ORC140

TS2311 ライトベージュ ORC103

TS2312 ミドルベージュ ORC104

TS2313 ブラウン ORC112

TS2314 ミドルベージュ ORC104

TS2315 ライトブラウン ORC111

TS2316 ライトブラウン ORC111

TS2317 オレンジベージュ ORC109

TS2318 オレンジベージュ ORC109

TS2319 オレンジベージュ ORC109

TS2320 ピンク ORC116

TS2321 ミントグリーン ORC151

TS2322 グリーン ORC119

TS2323 ライトブルー ORC121

TS2324 クリームベージュ ORC134

TS2325 ライチホワイト ORC128

TS2326 ライチホワイト ORC128

TS2327 リブベージュ ORC131

TS2328 アッシュブラウン ORC132

TS2329 ダークグレー ORC125

TS2330 クリームベージュ ORC134

TS2331 ホワイトベージュ ORC106

TS2332 ミドルベージュ ORC104

TS2333 ライトブラウン ORC111

TS2334 ライトベージュ ORC103

TS2335 オレンジベージュ ORC109

TS2336 アイスホワイト ORC101

TS2337 ライチホワイト ORC128

TS2338 クリームベージュ ORC134

TS2339 ライチホワイト ORC128

TS2340 ダークグレー ORC125

TS2341 シルバーミスト ORC130

TS2342 メイプルオレンジ ORC139

TS2343 ミドルベージュ ORC104

TS2344 ライトブラウン ORC111

TS2345 ブラウニーブラウン ORC136

TS2346 レイモンドブラック ORC149

TS2347 イエローベージュ ORC108

TS2348 ベージュピンク ORC142

TS2349 ベビーブルー ORC146

TS2350 エバーグリーン ORC118

SFフロアNW （388頁）

28SF4101 ミドルベージュ ORC104

28SF4102 ライトブラウン ORC111

28SF4103 ライトブラウン ORC111

28SF4104 ミドルベージュ ORC104

28SF4105 ブラウン ORC112

28SF4106 チャコールオーレ ORC135

28SF4107 ガーナブラウン ORC140

28SF4108 ガーナブラウン ORC140

28SF4109 イエローベージュ ORC108

28SF4110 ミドルベージュ ORC104

28SF4111 ブラウン ORC112

ビニル床シート
品番

オートンリペアカラーQィック
色 品番

NS4823 オレンジベージュ ORC109

NS4840 リブベージュ ORC131

NS4841 ダークグレー ORC125

NS4842 ライトブラウン ORC111

NS4844 エスエルベージュ ORC133

NS4851 アッシュブラウン ORC132

NS4852 アイスホワイト ORC101

NS4853 ダークグレー ORC125

NS4854 ライチホワイト ORC128

NS4855 リブベージュ ORC131

NS4856 クリームベージュ ORC134

NS4857 アッシュブラウン ORC132

NS4860 クリームベージュ ORC134

NS4861 スモークベージュ ORC105

NS4862 リブベージュ ORC131

ウェーブ巾木（496頁）

VTH2905 ブラウニーブラウン ORC136

VTH2912 アイスホワイト ORC101

VTH2945 アクアブルー ORC156

VTH2946 マンゴーオレンジ ORC138

VTH2947 オリーブグリーン ORC153

VTH2995 ミドルベージュ ORC104

●ロイヤルウッド、ロイヤルストーンの四面面取
品の柄貼りや六角形、不等辺四角形の目地
処理

オートンリペアカラーQィック
色 品番

ダークグレー ORC125

※900mm×900mmの対応品番は308頁
参照。

●ピエスタの対応品番は260頁参照。
●LAYフローリングの対応品番は341頁参照。

オートンリペアカラーQィック対応品番につき
ましては、最適な対応ができる様、随時調整を
行っています。ビニル床シートにより近い対応
色を選定する場合は、最新の対応品番一覧
表をご確認下さい。（2022年9月時点）
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ワックス・リムーバー

種　類
ワックス リムーバー

アクリル・ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 アクリル樹脂系 剥離剤 除去剤

品　名 ニューFBワックス Uワックス ツヤノン
ワックス（抗菌） Uリムーバー エコGAセメント

リムーバー

特　記 コストパフォーマンスに
優れた汎用樹脂ワックス

耐久性に優れた
樹脂ワックス

低光沢に仕上げる
抗菌性樹脂ワックス 剥離性に優れる エコGAセメント

専用除去剤

価　格
（税抜き価格）

大18,000円/缶
小15,900円/ケース

（6本）

大50,000円/缶
小45,000円/ケース

（6本）
13,000円/缶 35,700円/ケース

（6本）
25,000円/ケース

（2本）

缶容量
規　格

大 18ℓ
小  2ℓ/本

6本/ケース

大 18ℓ
小  2ℓ/本

6本/ケース
5ℓ/缶 2ℓ/本

6本/ケース
5ℓ/本
2本/ケース

外　観 乳白色
エマルション

乳白色
エマルション

乳白色
エマルション 黄褐色粘稠液 黄褐色液状

標準手配量
（採用時の目安）

約600㎡/18ℓ
約66㎡/2ℓ
（3回塗り）

約450㎡/18ℓ
約50㎡/2ℓ
（3回塗り）

125～165㎡/5ℓ
（1回塗り）

100㎡/原液2ℓ
（5倍希釈）

40㎡/原液5ℓ
（2.5倍希釈）

適　用

ビニル床タイル・
ビニル床シート全般

ビニル床タイル・
ビニル床シート全般

ビニル床タイル・
ビニル床シート全般

Uワックス・ニューFBワックス・
ツヤノンワックス（抗菌）の
剥離剤

エコGAセメント専用
除去剤

特　長

アクリル樹脂をベースにウレタ
ン樹脂を配合する事により、
シートやタイルへの密着性を
向上した汎用樹脂ワックス。

耐久性に優れた高光沢の
ワックス。
床材との密着度に優れるので、
剥離には必ず専用リムーバー
を使用する。

塗布しても床材の光沢度が
上がりにくい。
マットな表面に仕上げる新
しいワックス。
抗菌仕様。

剥離性に優れる。 モルタル面のエコGA
セメント除去に優れる。

ご注意

ホコリ、砂などを取除きモッ
プでワックスがけをする。
床が乾燥したのち塗りムラ
をなくすために、さらに2回
塗布する。
床が完全に乾燥するまで約
1時間歩かない事。

ホコリ、砂などを取除きモッ
プでワックスがけをする。
床が乾燥したのち塗りムラ
をなくすために、さらに2回
塗布する。
床が完全に乾燥するまで約
1時間歩かない事。

1.床材を中性洗剤でクリー
ニング後、きれいに拭取る。
！使用する直前に、必ず充
分に振る事。
2.水に浸して固く絞ったモッ
プにツヤノンワックスをたっ
ぷり含ませてムラのないよう
に均一に1回塗布。
3.塗布後のワックスが完全
に乾くまで、歩行を止める。
4.ワックスが完全に乾いた
後、モップでの水拭きを行う。
※水拭きを行わないと、後の
歩行で余剰のつや消し成分
が表面に現れて、白く目立つ
事があるが、その場合は水拭
きを繰返す事。

水で5倍に薄めた液をモップ
でたっぷり塗布し、10分間以
上放置後、ていねいに剥離。
汚水をすぐに回収し、リムー
バーが残らないように完全
に水拭き除去する。
プラート等のアルカリに弱い
床材へは使用不可。

作業中は床面が大変滑りや
すくなるため、必ず転倒防止
措置を行う事。
下地にクラックや隙間がある
と、階下へ水漏れするおそれ
があるため、作業前に必ず確
認と水漏れ対策を講じる事。

品番コード 大　NFBW-L
小　NFBW-S

大　UWAX-L
小　UWAX-S TWAX UREV EGAC-RE

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。514
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クリーナー・瞬間接着剤

※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。 ※詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

種　類
クリーナー

瞬間接着剤 瞬間接着剤の
硬化促進剤洗浄剤

品　名 Uクリーナー アロンアルフア アロンアルフアⅢ シアノンプライマー
スプレー400

特　記
Uワックス・ニューFBワック
ス・ツヤノンワックス（抗菌）
専用クリーナー

補修用瞬間接着剤 垂直部補修用
ゼリー状瞬間接着剤

瞬間接着剤の
硬化促進剤

価　格
（税抜き価格）

15,900円/ケース
（6本）

7,700円/ケース
（5個/ケース）

8,200円/ケース
（5個/ケース） ※

缶容量
規　格

2ℓ/本
6本/ケース

20g/個
5個/ケース

20g/個
（チューブ入）
5個/ケース

420㎖/本

外　観 緑色透明液 ̶ ̶ ̶

組　成 ̶ α-シアノアクリレート α-シアノアクリレート シクロペンタン・アミン化合物
n-ブタン・イソブタン・プロパン

標準手配量
（採用時の目安）

2,000㎡/原液2ℓ
（100倍希釈） 1m/g 1m/g コーナー材施工部位×

100箇所/本

適　用
Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノ
ンワックス（抗菌）専用洗浄剤

補修用
継ぎ目溶接用

垂直部補修用 腰壁用コーナー材施工時の
瞬間接着剤硬化促進

特　長

汚れがとれやすく、ブラックヒール
マークも剥離が可能。

一液速硬性。
広範な温度分布での作業が可能。
開封後の貯蔵安定性に優れ最後ま
で使い切れます。
低い粘度で強力な接着。
ねじ込み式キャップで保存も安心。

ゼリータイプで垂れがない。
立面での使用に最適。

瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、
瞬間接着剤の白化を防止する。

ホルムアルデヒド
放散量区分 ̶ 対象外 対象外 対象外

ご注意

50～100倍液で表面洗浄を行う。 火気厳禁
湿気のでる下地では効果がでない。
適用量以上に使用すると白化する。
詳細は564頁参照。

火気厳禁
乾燥した冷暗所にて保管。
詳細は564頁参照。

火気厳禁
説明書をよく読んでからご使用下さい。
多量のスプレーは、変色や接着不良
をおこす事があります。
缶を横向きや逆さ向きにして使用し
ないで下さい。
施工部位周辺にあるものを溶かす
事があります。

集積限度 ̶ ●●●20,000ケース ●●●●20,000ケース ●470本

品番コード UCL ALFA ALFA3 CPS400

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。 515
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種　類 テープ

品　名 O.I.C.テープ CFテープ バスナテープ TM-TAPE

価　格
（税抜き価格）

13,200円/ケース
（10巻/ケース）

20m巻 13,200円/ケース
15m巻 10,300円/ケース
5.5m巻 4,100円/ケース

（全て10巻/ケース）
15m巻　2,600円/巻 10,000円/ケース

（10巻/ケース）

規　格 幅50㎜×15m巻
（10巻/ケース）

幅50㎜×20m巻
（10巻/ケース）

幅50㎜×15m巻
（10巻/ケース）

幅50㎜×5.5m巻
（10巻/ケース）

幅40㎜×15m（巻） 幅50㎜×25m巻
（10巻/ケース）

素　材 ブチルゴム、布 アクリル系粘着樹脂
ポリエステルフィルム

アクリル系粘着樹脂
ポリエチレンラミクロス スフ

標準手配量
（採用時の目安） ̶ ̶ 約1.3㎡/巻 ̶

適　用

ニードルパンチカーペットの接着。 クッションフロアをビニル床タイルの
上に接着。

住宅や宿泊施設（客室）の浴室の
磁器タイル・ユニットバス（樹脂）下地。

TMフロア専用。

特　長

両面に接着剤が塗布してあり、下地
への貼付けと継ぎ目の突き合わせ
が簡単。
（両面テープ）

歩行量の多くない場所の簡易施工
に最適。
（両面テープ）

バスナシリーズ・ラバナ用。
（両面テープ）

簡易施工用。
（布製粘着テープ）

ご注意

モルタル床や歩行量の多い場所に
は必ず接着剤を用いて全面接着す
る事。
垂直面への接着は不可。
水平面のみ可。

モルタル面には接着が弱い。
水平面のみ可。

継目処理が必要な浴室の施工には
ご利用いただけません。
磁器タイル下地に施工の際の目地
埋め、補修にはバスナパテEPOを
ご使用下さい。 ̶

品番コード OIC-TAPE
20m巻　CF-TAPE
15m巻　CF-TAPE-15
5.5m巻 CF-TAPE-5

BN-TAPE TM-TAPE

テープ

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。
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テープ・シール・下地補修材

種　類 テープ シール 下地補修材

品　名 AKテープ AKシール スムーズレベラー クイックレベラー バスナパテEPO

価　格
（税抜き価格） 12,000円/ケース 15,000円/ケース 15,400円/缶

1kg袋 7,000円/ケース（10袋/ケース）

（20ケース以上の場合
  6,500円/ケース      ） 7,000円/セット

規　格 幅4㎝×3ｍ巻
（10巻/ケース）

10㎝×10㎝ 100枚/ケース
（10枚/袋×10） 28㎏ペール缶入り 1㎏袋入り（10袋/ケース）

500gセット/ケース
A液　250g
B液　250g

素　材
アクリルフォーム
ポリエステルフィルム
粘着樹脂

合成樹脂エマルション、細骨材
その他セメント添加用助剤

超速硬セメント
合成樹脂粉末エマルション
細骨材
その他セメント添加用助剤

二液型
エポキシ樹脂

標準手配量
（採用時の目安）

ＡＫシールと同等の面積で
貼付ける。

マットサイズで四隅に各1
枚、ラグサイズでは四隅と長
手方向の中央に各1枚、合
計6枚が目安。

50～90㎡/缶
（塗布厚0.3～0.5㎜）
ただし、スムーズレベラー1
缶に対してセメント（別途手
配）は22㎏使用。

1.6～2.6㎡/㎏
（塗布厚0.3～0.5㎜）

約20m
（下地補修をする溝のサイズ
が幅5㎜、深さ2㎜の場合。）

適　用

ラグ、マットをフローリングやクッションフロア、
ビニル床タイル・ビニル床シートに固定する。

新築、改修、貼替え下地の
不陸部分調整。
改修、貼替え下地の全面薄
塗り（0.5㎜厚程度）下地
調整。
磁器タイルやALC板などの
目地補修や穴埋め。
軽歩行可能時間2時間。

施工直前の不陸部分調整。
目地部分や穴・カケ部への
充填。
階段/段鼻の欠損/補修。その
他、急を要するモルタル・コン
クリート面への補修/充填。

ユニットバス（樹脂）、磁器
タイル下地の目地埋め、補
修用。

特　長

貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能。
フローリングなどを傷付けない吸着式。

コテさばきが良くスムーズ
に伸び拡げられる。
仕上げ後の面状態が良く、
強靭で平滑な面が得られ
る。モルタル・コンクリートと
のなじみが良く、薄塗り
（0.5㎜厚程度）の改修・貼
替えの下地処理に優れる。
大面積の補修など経済的
に優れる。

練り混ぜも軽く水を加える
だけで補修作業ができる。
軽いコテさばきで穴埋め補
修もスムーズ。
軽歩行可能時間20分（20℃）。
バスナテープで施工する際は
使用不可。

混合用のヘラがセット。

［硬化時間目安］
3時間（気温20℃の場合）

ご注意

床の水分、油分、ホコリなどを取除いてから使用。
下地に段差、隙間、凹凸がある場合には吸着しにくくなる。

清水以外の材料を混入しない事。
開封後、残った材料は、密封して保管する事。
たわむおそれのある鉄板下地、合板下地には使用不可。
気温が5℃以下の場合は、作業を中止するか、ヒーターなど
による室内の加温を行う事。
湿気があがってくる下地には使用不可。
トーチなどによる強制乾燥は避ける事。

火気厳禁
A液・B液を充分に混合。
詳細は564頁参照。

集積限度 ̶ ̶ ̶ ̶ ●●●●●6,000セット

品番コード AK-TAPE AKS SL-28 QL-1（1kg×10袋/ケース）
QL-1MA（（1kg×10袋）×20ケース） BNPATE

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

※●印は集積限度です。詳しくは538頁をご参照下さい。
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東リ 目地棒

断面形状

目地棒

金銀目地棒

テーパー目地棒

広幅目地棒

全厚×幅
（㎜）

2×3

2×5

3×3

3×5

2×3

2×5

3×3

3×5

2～3×5

3×10

－23

－25

－33

－35

－23

－25

－33

－35

4,500円／ケース

5,500円／ケース

5,500円／ケース

8,200円／ケース

6,500円／ケース

8,200円／ケース

8,200円／ケース

10,000円／ケース

11,000円／ケース

11,000円／ケース

90円／本

110円／本

110円／本

164円／本

130円／本

164円／本

164円／本

200円／本

220円／本

220円／本

920

920

920

920

50本

50本

50本

50本

2／3／4／5
11／12／17

18／19

3

5665／5679

NMEJI

NMEPL

NMETJ

MEJIMS

長さ
（㎜）

価　格
（税抜き価格）

梱　包
（取引単位） 略　号 品　番 規　格

No.11

No.2

No.17

No.3

No.4

No.5665

No.5

No.12

No.18

No.19

No.5679

（シルバー）

（ゴールド）

目地棒の材料計算をして、およその使用本数を
算出する。

●1m2当たりに必要な目地棒の大まかな使用本数の算出方法
a :目地棒で囲むタイルの1区画分の縦の長さ（m）
b :目地棒で囲むタイルの1区画分の横の長さ（m）
0.92m＝目地棒の長さ

　　　 1㎡当たりの使用本数＝ （a＋b）
（a×b）×0.92m

①
基準線に従って、同時施工のタイルと同じ指定
接着剤を塗布する。③

床材の施工手順に準じて割付け基準線を設ける。②

目地棒を使用する場合、ゴム系ラテックス形接着剤（エコロイヤ
ルセメント）は使用できません。一般工法（乾燥したモルタル・コン
クリート下地）の場合でも、アクリル樹脂系エマルション形接着剤
「エコAR600」をご使用下さい。（ウレタン・エポキシ樹脂系接着
剤はそのまま使用可能。）

所定の待ち時間をとり、目地がズレないように、
タイル・目地棒と交互にはさんで圧着しながら
貼り広げていく。目地棒部分もローラーで念入
りに圧着する。目地棒は線の入っている方を
下にして施工する。

④

目地棒が床材より低く圧着しにくい場合は、目地棒の上にもう
1本目地棒を載せ、その上からハンドローラーで押さえます。

注意! !

注意! !

ご注意：規格2㎜厚の目地棒の実寸は1.8㎜で2㎜厚のタイル用、規格3㎜厚の目地棒の実寸は2.8㎜で3㎜厚のタイル用です。その他の注意事項は563頁参照。

●ご注文について：「略号」＋「品番」＋「規格」を続けてご用命下さい。

目地棒の施工手順
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東リ プリント目地棒
木目柄や石目柄など全5アイテムのプリント目地棒が、斬新な空間デザインを可能にします。

920 25本 NPMEJI7,500円／ケース

全厚×幅
（㎜）

長さ
（㎜）

価　格
（税抜き価格）

梱　包
（取引単位） 略　号 取扱品番

3×12プリント目地棒 128/129/130/132/133300円／本

NPMEJI128 NPMEJI129 NPMEJI130

NPMEJI132 NPMEJI133

ご注意：規格3㎜厚の目地棒の実寸は2.8㎜で3㎜厚のタイル用です。2㎜厚のタイルにはご使用いただけません。その他の注意事項は563頁参照。
●ご注文について：「略号」＋「取扱品番」を続けてご用命下さい。

NPMEJI129/PST3044（ロイヤルストーン・291頁）
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厚みの異なる床材の段差の調整が可能。

工法

●施工の前に一度仮置きして、段差の状況をご確認下さい。
●段差調整材をご使用の場合は、段差調整材上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。
接着剤の種類が変わると、突上げや目地スキの原因となる場合があります。
●段差調整材の部分と周りの床仕上げ材部分の接着剤が異なる場合は、待ち時間
の違いに注意して下さい。

・厚みのあるタイルカーペットと薄手のタイルやビニル床シートなど様々な高さの床材
間の段差調整に対応可能です。
・石材やセラミックタイルなど厚みが厚く、明らかに段差調整材の高さが足りない場合は、
タイルなどを捨貼りし高さ調整を行います。
・突付け対象床材と上材の厚みによって、中間を裁断して使用します。

工法名 下地

乾燥したモルタル・コンクリート下地
湿気のおそれのある

モルタル・コンクリート下地

接着剤

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・

US200

一般工法

耐湿工法

東リ 段差調整材

価格
（税抜き価格） 1,100円／枚　11,000円／ケース

全厚 3～0㎜
幅×長さ 200㎜×500㎜
梱包 10枚／ケース　　重量 2.6㎏／ケース

断面図

※1㎜厚及び2㎜厚の位置に、裏面にカット用の目印線が入っています。
※施工現場で一度仮置きしてご確認下さい。

2㎜厚位置目印

3㎜厚

幅200㎜

1㎜厚位置目印

SAJ1-30

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。
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工事用道具

コンクリート・モルタル
水分計「HI-520-2」

くしばけ 品番コード/HAKES リード線付アース板 品番コード/DOD-LP

価格 180,000円/台（税抜き価格）

価格 2,400円/セット（税抜き価格）
　　　　　（2個/セット）

価格 220円（税抜き価格）

特殊鋼で耐摩耗性に優れる。
JIS A 5536の試験規格に準じたくし目ごて。通称、JISバケ。
（くし目ピッチ5㎜）

床仕上げ材の施工において下地状態の確認は重要な工程です。
特に下地湿気は充分にご確認下さい。
下地湿気の測定結果と、施工方法の目安は下記の通りです。

ご注意
水分指標8％以下の一般工法で使用する接着剤には、缶ラベルに「水分指標8％以下」
と明記しております。ご使用前に、ご確認いただきますようお願いいたします。

アース工法（導電工法）用副資材。
導電性シート（アースリューム）とアースターミナルを連結させる際に使用。

0.3㎜×20㎜幅×150㎜（アース板）　2m（リード線）

本体と検知部を一体化したハンディタイプの水分計。
「HI-520」（廃番）と同等品です。

下地湿気の確認と接着剤の選定についてのお願い

●水分計「HI-520-2」の測定方法

●接着剤の選定

※製造元からの直送となります。

※グレードは日本床施工技術研究協議会「コンクリート床下地の表層部の諸品質測定方
法・グレード」による。

床施工時の測定モード

グレード
Ⅰ
Ⅱa
Ⅱb

HI-520-2：440未満
HI-520-2：440以上620未満
HI-520-2：620以上

選択 D.MODE 施工方法目安
一般工法
耐湿工法
施工不可

従来の下地水分指標（%）
8%以下
8～10%

10%以上

■仕様

型番
測定方式

測定対象と
測定範囲

表示

電源

質量

付属品

製造メーカー

HI-520-2

人工軽量骨材コンクリート
（ALA コンクリート）  ：0～23％

石膏ボード ：0～50％
モルタル ：0～15％
コンクリート  ：0～12％
ALC ：0～100％
ケイ酸カルシウム板  ：0～15%

デジタル（LCD）

電池9V（006Pアルカリ）×1

消費電力 350mW

72（W）×146（D）×118（H）㎜

電池9V（006Pアルカリ）×1、
ソフトケース（ストラップ付）、取扱説明書

約0.39㎏
株式会社ケツト科学研究所

高周波容量式（20MHz）

寸法

平坦で日光の直射や通風がなく、付着物のない場所を選んで測定して下さい。
（1）水分検出部を空中に向けた状態で、電源ボタンを押します。

ブザーが鳴った約3秒後に測定画面が表示されます。

（2）測定画面で SET/ENTER キーを押すと、設定画面に変わります。

▲▼キーで「材料選択」を選択し SET/ENTER キーを押します。

（3）▲▼キーを押して、「Dモード」を選択し SET/ENTER キーを押します。

（4）測定対象物に水分検出部を軽く押し当てると測定結果が表示されます。

●下地湿気の確認

品番コード/HI-520-2

床材と下地条件（下地の種類、下地の湿気、吸水性の違い等）により、使用
する接着剤が異なります。下地別接着剤早見表（504頁）で、施工前に確認
の上、下地に適した接着剤をご使用下さい。

電源ボタン

▲キー

▼キー

SET/ENTER  キー

工
事
用
道
具

接
着
剤
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