
品番
NET.（個装）
価格（税抜き）
個装サイズ（個装重量）
内箱入数
内箱サイズ（内箱重量）
外箱入数
外箱サイズ（外箱重量）

JANコード（表示有無）

JIS番号
JIS番号
JIS番号

品番
NET.（個装）
価格（税抜き）
個装サイズ（個装重量）
内箱入数
内箱サイズ（内箱重量）
外箱入数
外箱サイズ（外箱重量）

JANコード（表示有無）

JIS番号
JIS番号
JIS番号

品　名

特　長

用　途

品　名

特　長

用　途

20
接着剤

●金属・合成ゴム・硬質プラスチック・陶器の急ぎの
接着 ●金属・プラ模型の製作 ●電化製品・機械類
の組立 ●アクセサリー部品や小物類の接着や補修

■強力 ■スピード接着

シアノアクリレート系
#30115
2g（ブリスターパック）
450円
84×23×190（20g）
5本
220×60×95（110g）
100本（5本×20）
640×240×200（3kg）

（○）

S 6040
ー
ー

 

●多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい
木材や陶器にも使える ●金属・プラ模型
の製作 ●電化製品・機械類の組立と補修

■ゼリー状 ■タレない ■用途広い 
■しみ込まない

シアノアクリレート系
#30523
4g（ブリスターパック）
480円
84×18×190（18g）
10本
215×100×90（220g）
100本（10本×10）
470×235×225（3kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶305230

 

●多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい
木材や陶器にも使える ●金属・プラ模型
の製作 ●電化製品・機械類の組立と補修

■ゼリー状 ■タレない ■用途広い 
■しみ込まない ■徳用10g

シアノアクリレート系
#30613
10g（ブリスターパック）
1,000円
84×20×190（25g）
5本
235×65×95（165g）
60本（5本×12）
425×250×225（2kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶306138

 

●小物細工 ●装飾品や模型の製作 
●家具・建具のはがれ ●カケ割れ補
修

■ゼリー状 ■タレない ■しみ込ま
ない ■用途広い ■充てんOK ■ハ
イスピード接着 ■スーパー液付

シアノアクリレート系
#30533
4g（ブリスターパック）
530円
84×20×190（25g）
10本
230×110×90（300g）
100本（10本×10）
560×245×200（4kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶305339

 

●ビニル・木・陶器も接着できる ●金
属・プラ模型の製作 ●電化製品・小
物の接着や補修

■ハイスピード接着 ■強力 ■1滴
ボタン ■軟質塩化ビニルOK

シアノアクリレート系
#30424
2g（ブリスターパック）
450円
84×25×190（20g）
5本
225×60×90（135g）
100本（5本×20）
640×235×200（3.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶304240

 

●スーパー液との併用で多少のスキ
間や凹凸面にも使え、ハイスピード
接着も可能

■強力 ■充てんOK ■ハイスピード
接着 ■スーパー液付

シアノアクリレート系
#30214
2g（ブリスターパック）
500円
84×24×190（29g）
10本
225×115×90（340g）
100本（10本×10）
450×240×260（4kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶302147

 

●しみ込みやすい材料（バルサ材・ベニヤ・陶
器）も強力に接着 ●工作から家具の小面積の
補修まで、木材の種類を問わずに使える

■強力 ■高粘度 ■スピード接着

シアノアクリレート系
#32014
2g（ブリスターパック）
450円
84×23×190（22g）
10本
230×110×90（260g）
100本（10本×10）
560×245×200（3kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶320141

 

●専用プライマーによりポリエチレ
ン・ポリプロピレンが接着可

■2液接触型 ■専用プライマー付 
■難接着材料に対応

シアノアクリレート系
#32114
2g（ブリスターパック）
620円
84×21×190（43g）
10本
225×110×95（480g）
100本（10本×10）
565×245×220（5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶321148

 

●木材・陶磁器・ビニル・厚紙など様々
な素材のハイスピード接着が可能 
●使いやすい容器

■ハイスピード接着 ■強力 ■使い
やすい新型容器 ■用途広い ■軟質
塩化ビニルOK

シアノアクリレート系
#04612
2g（ブリスターパック）
オープン価格
84×23×190（21g）
10本
230×110×95（270g）
100本（10本×10）
555×240×200（3.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶046126

 

●硬質プラスチック･金属･合成ゴム･
木材･陶磁器などの接着 ●アクセサ
リー部品や小物類の接着や補修

■色つき（紫色から透明に） ■強力 
■スピード接着 ■使いやすい容器
（残量がひと目でわかる）

シアノアクリレート系
#05501
2g（ブリスターパック）
オープン価格
84×23×190（21g）
10本
230×110×90（270g）
100本（10本×10）
560×245×200（3.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4 901490 055012

●金属・合成ゴム・硬質プラスチック・陶器の急ぎの
接着 ●金属・プラ模型の製作 ●電化製品・機械類
の組立 ●アクセサリー部品や小物類の接着や補修

●多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも使える ●金
属・プラ模型の製作 ●電化製品・機械類の組立と補修



品番
NET.（個装）
価格（税抜き）
個装サイズ（個装重量）
内箱入数
内箱サイズ（内箱重量）
外箱入数
外箱サイズ（外箱重量）

JANコード（表示有無）

JIS番号
JIS番号
JIS番号

品番
NET.（個装）
価格（税抜き）
個装サイズ（個装重量）
内箱入数
内箱サイズ（内箱重量）
外箱入数
外箱サイズ（外箱重量）

JANコード（表示有無）

JIS番号
JIS番号
JIS番号

品　名

特　長

用　途

品　名

特　長

用　途

21
接着剤

●金属・陶磁器・硬質プラスチック・
木材の接着 ●小物類 ●ネイル・クラ
フトアート ●プラスチック模型

■極少量塗布可能 ■強力 ■スピー
ド接着

シアノアクリレート系
#04793
2g（ブリスターパック）
オープン価格
84×19×190（18g）
10本
195×105×90（230g）
100本（10本×10）
545×205×200（2.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶047932

 

●金属、陶磁器、木材、硬質プラスチック、合
成ゴムなどの接着に ●木製家具・建具 ●陶
磁器の置物 ●プラスチック模型 ●金属小物

■強力 ■しみ込みやすい材料にも
使用できる多用途タイプ ■1回使い
切りタイプ4本入り

シアノアクリレート系
#04611
0.5g×4（ブリスターパック）
オープン価格
96×17×180（31g）
10本
100×195×100（350g）
100本（10本×10）
405×515×115（4kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶046119

 

■中粘度 ■ハイスピード接着 ■強
力 ■用途広い ■軟質塩化ビニル
OK

●合成ゴム・硬質プラスチック・
ABS・金属の接着 ●電子・機械部品 
●メッキ製品

■強力 ■ハイスピード接着 ■低
粘度

シアノアクリレート系
#30145
20g（アルミパック）
オープン価格
85×25×190（36g）
5本
120×75×190（220g）
30本（5本×6）
255×250×205（2.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶301454

 

●木材・合板・集成材・化粧板の接着 
●建築模型 ●パネルの製作 ●家具
製作の仮止め、取り付け

■強力 ■高粘度 ■スピード接着

シアノアクリレート系
#32045
20g（アルミパック）
オープン価格
85×25×190（36g）
5本
120×75×190（220g）
30本（5本×6）
255×250×205（2.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶320455

 

●木材・合板・化粧板・集成材 ●家具・
建具 ●内装用木材 ●飾り枠・額縁 
●建築模型

■ゼリー状 ■タレない ■超高粘度 
■しみ込まない ■用途広い

シアノアクリレート系
#35045
20g（アルミパック）
オープン価格
85×25×190（34g）
5本
120×75×190（220g）
30本（5本×6）
255×250×205（2.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶350452

 

●金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成
ゴムの接着 ●モーター周辺部品 ●セラ
ミック部品 ●金属部品 ●スポーツ用品

■中粘度 ■強力 ■耐振動 ■耐
衝撃

シアノアクリレート系
#31701
20g（アルミパック）
オープン価格
85×25×190（36g）
5本
120×75×190（220g）
30本（5本×6）
255×250×205（2.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶317011

 

●はみ出した部分や皮フに付着した
瞬間接着剤の除去

■速効性 ■きれいに除去できる

溶剤系
#60513
10g（ブリスターパック）
250円
80×18×175（19g）
10本
185×100×105（230g）
100本（10本×10）
490×200×230（3.4kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶605132

 

●硬質プラスチック・金属・合成ゴム・軟質
塩化ビニル・木材・陶磁器などの接着 ●小
口、厚紙など浸透性材料にも接着可能

シアノアクリレート系
#04986
20g（アルミパック）
オープン価格
85×25×190（36g）
5本
120×75×190（220g）
30本（5本×6）
255×250×205（2.5kg）

（○）

ー
ー
ー

 

〈マーク該当商品〉 ＝ディスプレイ対応あり　ディスプレイ対応についてはP77をご覧ください。

●多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木
材や陶器や皮革にも使える ●金属･プラ模型
の製作 ●電化製品･機械類の組立と補修

■強力 ■スピード接着 ■用途広い 
■タレない ■使いやすい新容器（押
しやすく立てられる）

シアノアクリレート系
#05274
4g（ブリスターパック）
オープン価格
84×22×190（22g）
10本
200×110×105（260g）
100本（10本×10）
570×210×220（3kg）

（○）

ー
ー
ー

●金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成
ゴムの接着 ●モーター周辺部品 ●セラ
ミック部品 ●金属部品 ●スポーツ用品

■耐振動 ■耐衝撃 ■強力 ■使い
やすい新型容器

シアノアクリレート系
#04655
2g（ブリスターパック）
オープン価格
84×23×190（21g）
10本
230×110×95（270g）
100本（10本×10）
555×240×200（3.5kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶046553

 



品番
NET.（個装）
価格（税抜き）
個装サイズ（個装重量）
内箱入数
内箱サイズ（内箱重量）
外箱入数
外箱サイズ（外箱重量）

JANコード（表示有無）

JIS番号
JIS番号
JIS番号

品番
NET.（個装）
価格（税抜き）
個装サイズ（個装重量）
内箱入数
内箱サイズ（内箱重量）
外箱入数
外箱サイズ（外箱重量）

JANコード（表示有無）

JIS番号
JIS番号
JIS番号

品　名

特　長

用　途

品　名

特　長

用　途

22
接着剤

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチック
の強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レザークラフト ●模
型づくり ●家具や建具のはがれ ●バッグや靴のはがれ

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不
要 ■用途広い

クロロプレンゴム系溶剤形
#13023
20ml（ブリスターパック）
170円
80×21×171（34g）
5本
80×105×175（215g）
240本（5本×48）
510×445×365（11.5kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶130238

 

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチック
の強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レザークラフト ●模
型づくり ●家具や建具のはがれ ●バッグや靴のはがれ

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不
要 ■用途広い

クロロプレンゴム系溶剤形
#13033
50ml（ブリスターパック）
330円
90×28×205（67g）
5本
90×140×210（395g）
120本（5本×24）
430×380×430（10.5kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶130337

 

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチック
の強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レザークラフト ●模
型づくり ●家具や建具のはがれ ●バッグや靴のはがれ

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不
要 ■用途広い

クロロプレンゴム系溶剤形
#13031
50ml（箱）
330円
167×33×33（66g）
10本
170×170×70（720g）
200本（10本×20）
720×360×190（15.5kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶130313

 

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬
質プラスチックの強力接着に ●前記の材料と
木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に

■健康住宅対応 ■速乾 ■強力 
■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い 
■トルエン・キシレン・可塑剤を使用
していない

クロロプレンゴム系溶剤形
#13041
170ml（箱）
660円
234×45×45（202g）
10本
240×235×95（2.5kg）
60本（10本×6）
595×255×260（15.5kg）

（○）

A 5549
ー
ー

4¢901490¶130412

JIS F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬
質プラスチックの強力接着に ●前記の材料と
木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に

■健康住宅対応 ■速乾 ■強力 
■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い 
■トルエン・キシレン・可塑剤を使用
していない

クロロプレンゴム系溶剤形
#43837
1kg（缶）
1,680円［業］
φ112×169（1.2kg）
ー
ー
12缶
455×345×175（15kg）

（○）

A 5549
ー
ー

4¢901490¶438372

JIS F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬
質プラスチックの強力接着に ●前記の材料と
木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に

■健康住宅対応 ■速乾 ■強力 
■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い 
■トルエン・キシレン・可塑剤を使用
していない

クロロプレンゴム系溶剤形
#43857
3kg（缶）
4,520円［業］
φ168×196（3.4kg）
ー
ー
6缶
510×345×200（21kg）

（○）

A 5549
ー
ー

4¢901490¶438570

JIS F★★★★
JAIA 4VOC基準適合

●大きなパネルやボード、布にも均
一塗布できるエアゾール型

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止
不要

クロロプレンゴム系溶剤形
#64027
430ml（エアゾール缶）
1,500円
φ68×204（550g）
6本
215×150×215（3.5kg）
30本（6本×5）
450×380×235（18kg）

（○）

ー
ー
ー

4¢901490¶640270

ガス抜きキャップ

 

●皮革･布･木･発泡スチロール･紙･
合成ゴム･硬質プラスチックの接着･
補修に

■水性 ■細口ノズル ■ニオイが少
ない ■水洗除去可（硬化前） ■仮止
め不要

クロロプレンゴム系水性形
#05347
17ml（ブリスターパック）
300円
80×20×171（35g）
10本
125×90×180（410g）
60本（10本×6）
280×265×195（2.7kg）

（○）

ー
ー
ー

 

 

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチック
の強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レザークラフト ●模
型づくり ●家具や建具のはがれ ●バッグや靴のはがれ

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不
要 ■用途広い

クロロプレンゴム系溶剤形
#13021
20ml（箱）
170円
129×27×24（31g）
20本
265×140×50（710g）
400本（20本×20）
575×280×280（15kg）

（○）

S 6040
ー
ー

4¢901490¶130214

 

■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広い

■健康住宅対応 ■速乾 ■強力 ■耐衝撃 ■仮止不要 ■用途広
い ■トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レザークラフト ●模型づくり ●家具や建具の
はがれ ●バッグや靴のはがれ

●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強
力接着に ●前記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接
着に


