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はがせる両面
シリーズ

しっかり貼れてキレイにはがせる「はがせる両面シリー

ズ」。両面固定用は同じ粘着剤ですがその他は、片面に

はしっかり貼れる強力粘着剤、もう片面は仮止めに適し

た、はがせる弱粘着剤を使用しているので、あとではが

したい用途にあわせて選べます。きれいにはがせるので

被着体をキズつけません。

両面テープ くりかえし貼れる 15×4
ポスター貼りやメモ止めに。貼り直しができる（お徳なロングタイプ）

材質： 基材／ポリエチレンフォーム、粘着剤／
アクリル系・ウレタン系、はくり紙／紙

品番 T3410
サイズ 1.0mm×15mm×4m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×4
個装（幅・高さ・奥行）／重量 145×185×16㎜／22g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 145×155×180㎜／233g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 271×160×270㎜／1.2kg
ITFコード 内装 0114904140304108
ITFコード 外装 0104904140304101
JANコード

4 904140 304102

　 はくり紙
　貼り直しできる粘着剤

ポリエチレンフォーム
強力粘着剤

構造

はがせる両面テープ くりかえし貼れる透明 15×10
透明なので目立たない。貼り直しができる

材質： 基材／ポリエステル、粘着剤／アク
リル系・ウレタン系、はくり紙／紙

品番 T3810
サイズ 0.16mm×15mm×10m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 100×178×16㎜／53g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 189×112×109㎜／594g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 555×209×234㎜／6.4kg
ITFコード 内装 0114904140308106
ITFコード 外装 0104904140308109
JANコード

4 904140 308100

　 はくり紙
　貼り直しできる粘着剤

ポリエステル
強力粘着剤

構 造

はがせる両面テープくりかえし貼れる透明 15×15
透明なので目立たない。貼り直しができる（お徳なロングタイプ）

材質： 基材／ポリエステル、粘着剤／アク
リル系・ウレタン系、はくり紙／紙

品番 T3820
サイズ 0.16mm×15mm×15m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×4
個装（幅・高さ・奥行）／重量 145×185×16㎜／67g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 145×155×180㎜／673g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 280×160×270㎜／3kg
ITFコード 内装 0114904140308205
ITFコード 外装 0104904140308208
JANコード

4 904140 308209

　 はくり紙
　貼り直しできる粘着剤

ポリエステル
強力粘着剤

構造

両面テープ くりかえし貼れる 15×2
ポスター貼りやメモ止めに。貼り直しができる

材質： 基材／ポリエチレンフォーム、粘着剤／
アクリル系・ウレタン系、はくり紙／紙

品番 T3630
サイズ 1.0mm×15mm×2m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 100×178×16㎜／22g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 189×112×109㎜／284g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 555×209×234㎜／3.3kg
ITFコード 内装 0114904140306300
ITFコード 外装 0104904140306303
JANコード

4 904140 306304

　 はくり紙
　貼り直しできる粘着剤

ポリエチレンフォーム
強力粘着剤

構 造
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はがせる両面テープ 強力接着用 15×10
表示プレートやカレンダーなど強力接着、キレイにはがせる

材質： 基材／不織布、粘着剤／アクリル系、
はくり紙／紙

品番 T3830
サイズ 0.16mm×15mm×10m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 100×178×16㎜／60g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 185×112×110㎜／660g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 555×210×235㎜／7kg
ITFコード 内装 0114904140308304
ITFコード 外装 0104904140308307
JANコード

4 904140 308308

　 はくり紙
アクリル系粘着剤

不織布
アクリル系粘着剤

構 造

はがせる両面テープ 強力接着用 20×20
しっかり貼れてキレイにはがせる（お徳なロングタイプ）

材質： 基材／不織布、粘着剤／アクリル系、
はくり紙／紙

品番 T3920
サイズ 0.16mm×20mm×20m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×4
個装（幅・高さ・奥行）／重量 145×185×21㎜／142g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 145×155×180㎜／1.4kg
外装（幅・高さ・奥行）／重量 275×160×270㎜／6kg
ITFコード 内装 0114904140309202
ITFコード 外装 0104904140309205
JANコード

4 904140 309206

　 はくり紙
アクリル系粘着剤

不織布
アクリル系粘着剤

構造

強力に接着、きれいにはがせる！
そのヒミツは…
はがせる両面テープ強力接着用

のり残りしにくい粘着剤
を採用しております。

テープ基材が強靭なた
め、はがす時にテープが
途中でちぎれてしまう事
がなく最後まできれいに
はがす事ができます。

普
通
の
両
面

テープでは…

従来品 強力接着用

強力接着用

はがせる両面テープ 強力接着用 20×10
表示プレートやカレンダーなど強力接着、キレイにはがせる（広幅）

材質： 基材／不織布、粘着剤／アクリル系、
はくり紙／紙

品番 T3832
サイズ 0.16mm×20mm×10m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 90×180×23mm／78g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 190×105×160mm／870g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 830×245×205mm／9.2kg
ITFコード 内装 24904140308326
ITFコード 外装 14904140308329
JANコード

4 904140 308322

　 はくり紙
アクリル系粘着剤

不織布
アクリル系粘着剤

構 造

はがせる両面テープ 強力接着用 10×10
表示プレートやカレンダーなど強力接着、キレイにはがせる（細幅）

材質： 基材／不織布、粘着剤／アクリル系、
はくり紙／紙

品番 T3831
サイズ 0.16mm×10mm×10m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 90×180×13mm／45g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 200×105×80mm／500g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 425×250×220mm／5.3kg
ITFコード 内装 24904140308319
ITFコード 外装 14904140308312
JANコード

4 904140 308315

　 はくり紙
アクリル系粘着剤

不織布
アクリル系粘着剤

構造
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はがせる両面テープ 強力固定用（厚手） 20×2
室内プレートやフックなどの固定に

材質： 基材／ポリオレフィン系フォーム、ポリエステ
ルフィルム、粘着剤／ゴム系、はくり紙／紙

品番 T3951
サイズ 1.35mm×20mm×2m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 90×180×23mm／41g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 190×105×160mm／500g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 830×245×205mm／5.5kg
ITFコード 内装 24904140309514
ITFコード 外装 14904140309517
JANコード

4 904140 309510

　 はくり紙
ゴム系粘着剤（はがせる面）

ポリエステルフィルム
オレフィン系フォーム

ゴム系粘着剤

構造

強力に保持、きれいにはがせる！
あとではがしたい用途に！
はがせる両面テープ強力固定用（厚手）

使わなくなったフックをはずすときも、キ
レイにはがせます。あとではがしたい用
途にピッタリ

室内の接着剤、クギ、ピンなどが使えな
い金属、硬質プラスチック、ガラス面への
ネームプレートや小物の固定、フックの
つけかえに。

残
っ
た

フィ
ルムをひっ

ぱ
る

残
っ
た

フィ
ルムをひっ

ぱ
る

フ
ッ
ク

をゆ
っくりとは

が
す

フ
ッ
ク

をゆ
っくりとは

が
す

はがした後も、き
れ
い！

はがした後も、き
れ
い！

2 層構造の
テープだから

キレイにはがせる

はがせる両面テープ強力固定用（厚手） 15×2
壁かけ小物や軽量物の固定に

材質： 基材／ポリオレフィン系フォーム、ポリエステ
ルフィルム、粘着剤／ゴム系、はくり紙／紙

品番 T3950
サイズ 1.35mm×15mm×2m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 100×178×17㎜／32g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 189×112×109㎜／385g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 555×209×234㎜／4.3kg
ITFコード 内装 0114904140309509
ITFコード 外装 0104904140309502
JANコード

4 904140 309503

　 はくり紙
ゴム系粘着剤（はがせる面）

ポリエステルフィルム
オレフィン系フォーム

ゴム系粘着剤

構 造

はがせる両面テープ強力固定用（厚手） 15×4
壁かけ小物や軽量物の固定に（お徳なロングタイプ）

材質： 基材／ポリオレフィン系フォーム、ポリエステ
ルフィルム、粘着剤／ゴム系、はくり紙／紙

品番 T3960
サイズ 1.35mm×15mm×4m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×4
個装（幅・高さ・奥行）／重量 145×185×16㎜／42g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 145×155×180㎜／420g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 263×160×270㎜／2.1kg
ITFコード 内装 0114904140309608
ITFコード 外装 0104904140309601
JANコード

4 904140 309602

　 はくり紙
ゴム系粘着剤（はがせる面）

ポリエステルフィルム
オレフィン系フォーム

ゴム系粘着剤

構 造
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はがせる両面接着シート 壁紙用
塩ビ壁紙に貼れる！ポスターなどの掲示物に

材質： 基材／ポリウレタンフォーム、
粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番 T3970
サイズ 約2.5mm×20mm×20mm
価格 △
個装入数 24片
内外装箱入数 10×10
個装（幅・高さ・奥行）／重量 90×180×5mm／7g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 180×542×10mm／105g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 195×100×560mm／1.3kg
ITFコード 内装 24904140309705
ITFコード 外装 14904140309708
JANコード

4 904140 309701

　 はくり紙
アクリル系粘着剤
ウレタンフォーム
アクリル系粘着剤

はくり紙

構 造

はがせる両面テープ 壁紙用 15×1.5
塩ビ壁紙に貼れる！カレンダーや配線モールなどの貼りつけに

材質： 基材／ポリウレタンフォーム、
粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番 T3971
サイズ 約2.5mm×15mm×1.5m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10（PH仕様）
個装（幅・高さ・奥行）／重量 90×180×18mm／20g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 240×760×20mm／290g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 630×240×260mm／3.3kg
ITFコード 内装 24904140309712
ITFコード 外装 14904140309715
JANコード

4 904140 309718

　 はくり紙
アクリル系粘着剤
ウレタンフォーム
アクリル系粘着剤

はくり紙

構 造

はがせる両面テープ 壁紙用 20×1.5
塩ビ壁紙に貼れる！カレンダーや安全クッションなどの貼りつけに

材質： 基材／ポリウレタンフォーム、
粘着剤／アクリル系、はくり紙／紙

品番 T3972
サイズ 約2.5mm×20mm×1.5m
価格 △
個装入数 1巻
内外装箱入数 10×10（PH仕様）
個装（幅・高さ・奥行）／重量 90×180×23mm／25g
内装（幅・高さ・奥行）／重量 240×760×25mm／340g
外装（幅・高さ・奥行）／重量 630×280×260mm／3.9kg
ITFコード 内装 24904140309729
ITFコード 外装 14904140309722
JANコード

4 904140 309725

　 はくり紙
アクリル系粘着剤
ウレタンフォーム
アクリル系粘着剤

はくり紙

構造

水で簡単にはがせるので壁紙を傷める心配がありません

普
通

の両
面テープで

は
…

普
通
の
両
面

テープでは…

シートのはがし方

掲示物を壁紙からゆっくり
はがします。※掲示物と壁
紙にシート基材が残ります。
※勢いよくはがすと掲示物
を傷める場合があります。

ティッシュペーパーを水
に浸し、軽く絞ってから壁
紙に残ったシート全体を
覆うように約10秒くらい
押さえつけてください。

シートからティッシュ
ペーパーを離し、乾
いたティッシュペー
パーで軽く拭き取っ
てください。

※はがれない場合は②と
③の作業をくり返してく
ださい。無理にはがした
り強くふき取ると、壁紙を
傷める場合があります。
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