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タフガード浸透シールタフガード浸透シール
シラン・シロキサン系表面含浸材新商品 日本ペイント株式会社日本ペイント株式会社

ビーズウォールＢＩＯビーズウォールＢＩＯ
超撥水ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂塗料新商品 スズカファイン株式会社スズカファイン株式会社

バイオプロテクト技術をプラスした超撥水性塗料

表層部に深く浸透し、コンクリート構造物を守る

１６Ｋｇ、３Ｋｇ

①バイオプロテクト技術をプラスすることで、より強力に
　カビや藻の発生を抑制します。
②シーリング目地のひび割れ低減効果があります。
③ハスの葉と同様の、塗膜表面の微細な凹凸による
　超撥水性を発揮します。
④ラジカルプロテクト技術により、高耐候と高耐久を実現します。

乳白色１２Ｋｇ

コンクリート構造物の表面保護

①土木学会の評価基準においてグレードＡ評価の優れた品質。
②外部からの水分・塩化物イオンの侵入抑制、中性化抑制効果と
　内在水分の透湿性を高性能に発揮します。
③耐久性があり長期にわたり良好な吸水抑制効果を発揮します。
④ジェル性状で、作業中のダレ防止と含浸性能に優れます。

①部分的な補修や緊急時のストックとして最適です。
②少量タイプなので材料ロスを削減できます。
③建築築から土木まで、広範囲な種類の下地に対して高い接着力を示します。
④セット化されているため調合ミスがなく、作業性も抜群です。

高速道路・自動車用道路などの
コンクリート構造物の維持管理や
長寿命化に最適です

高速道路・自動車用道路などの
コンクリート構造物の維持管理や
長寿命化に最適です

◆作業工程◆作業工程

窯業系外装材等への上塗り

標準色２４色、指定色ウォールバリアＮＢシステム適合上塗材ウォールバリアＮＢシステム適合上塗材
　◆ウォールバリアＮＢシステムとは？
　　シーリング部の汚染やひび割れを抑制する
　　ヘアークラック充填効果のある、
　　窯業系サイディングの改修に最適な
　　次世代型改修システムです。

　◆ウォールバリアＮＢシステムとは？
　　シーリング部の汚染やひび割れを抑制する
　　ヘアークラック充填効果のある、
　　窯業系サイディングの改修に最適な
　　次世代型改修システムです。

ハスの葉から流れ落ちる水滴のように
「ロータス効果」で外壁を保護します
ハスの葉から流れ落ちる水滴のように
「ロータス効果」で外壁を保護します

建物や環境に応じて、
「ビーズウォールＳｉ」も
ご検討いただけます。

建物や環境に応じて、
「ビーズウォールＳｉ」も
ご検討いただけます。

①表面に
　下地処理
①表面に
　下地処理

②塗布の
　可否判定
②塗布の
　可否判定

③材料塗布③材料塗布 ④養生④養生
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ハイパーサーフハイパーサーフ
水系１液型特殊アクリル樹脂水系１液型特殊アクリル樹脂 水谷ペイント株式会社水谷ペイント株式会社新商品

マスキングテープ  Ｎｏ.２５２Ａマスキングテープ  Ｎｏ.２５２Ａ
弱粘着マスキングテープ弱粘着マスキングテープ ニチバン株式会社ニチバン株式会社新商品

カチオンタイトＦ／カチオンタイトＴ ～ミニ缶タイプ～カチオンタイトＦ／カチオンタイトＴ ～ミニ缶タイプ～
セメント系カチオン性ＳＢＲ樹脂モルタルセメント系カチオン性ＳＢＲ樹脂モルタル ヤブ原産業株式会社ヤブ原産業株式会社新商品

肉やせの少ない高性能なサフェーサー

テープを貼った上から重ね貼りが可能

使いやすいミニ缶タイプが登場

内装クロス、木材、金属等のマスキング用など

幅

１２
１５
１８
２０
２４
３０
４０
５０

長さ

１８

個装

１０巻
８巻
７巻
６巻
５巻
４巻
３巻
２巻

内装

１００巻
８０巻
７０巻
６０巻
５０巻
４０巻
３０巻
２０巻

外装

１０００巻
８００巻
７００巻
６００巻
５００巻
４００巻
３００巻
２００巻

①塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、キレイに仕上がります。
②サフェーサーでありながら乾燥が早いです。
③マイクロパウダーの使用により、１回で多くの塗布量を
　非常になめらかに塗装できます。
④溶剤バリア性が高く、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能です。

住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整
各種窯業系屋根材の中塗り
　※エポックマイルドシーラーと組み合わせることで、
　　未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系
　　屋根材の素地調整が可能

①弱粘着タイプなので、のり残りや斜め切れがほとんどありません。
②内装クロス、木材、金属等のマスキングに適しています。

１５Ｋｇ

①部分的な補修や緊急時のストックとして最適です。
②少量タイプなので材料ロスを削減できます。
③建築築から土木まで、広範囲な種類の下地に対して高い接着力を示します。
④セット化されているため調合ミスがなく、作業性も抜群です。

こんなにキレイに
仕上がります

黒（Ｎ－２５程度）、グレー（Ｎ－４０程度）

素 地素 地

ハイパーサーフハイパーサーフ

上塗り（１回）上塗り（１回）

一般下塗材一般下塗材

コンクリート、セメント、タイル等の爆裂・欠損・ひび割れ補修、
改修工事・防水工事等の下地調整

カチオンタイトＦ
　６Ｋｇセット（主材４.８Ｋｇ、硬化液１.２Ｋｇ）
カチオンタイトＴ
　５Ｋｇセット（主材３.１Ｋｇ、硬化液１.９Ｋｇ）

ノリ残りの少ないアクリル系 !

６Ｋｇ×４セットで１ケース
※バラ出荷対応可

５Ｋｇ×４セットで１ケース
※バラ出荷対応可

カチオンタイトＦカチオンタイトＦ

カチオンタイトＴカチオンタイトＴ
ローラー施工可ローラー施工可
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FLONE プロテクトコートFLONE プロテクトコート
１液水性特殊変性シリコン樹脂外壁用塗料１液水性特殊変性シリコン樹脂外壁用塗料 東日本塗料株式会社東日本塗料株式会社新商品

ボタニカルカラーペイントボタニカルカラーペイント
屋内木部用水性着色塗料屋内木部用水性着色塗料 ユニオンペイント株式会社

    （株式会社Ｗ＆Ｌユニオン）
ユニオンペイント株式会社
    （株式会社Ｗ＆Ｌユニオン）

新商品

フェロブリエフェロブリエ
水性艶消しメタリック調アクリルシリコン塗料水性艶消しメタリック調アクリルシリコン塗料 藤倉化成株式会社藤倉化成株式会社新商品

水性×植物油、しっとりとした仕上がりの自然系塗料

一般水性ラジカル系塗料を上回る耐候性の良さ

メタリック仕上げの輝きと性能に革新を

戸建住宅、集合住宅、店舗・事務所、
学校・公共施設等の新設・改修塗装

①重厚で光源によって輝きが多様に変化する水性艶消メタリック塗料です。
②紫外線にも安定かつ緻密で強靭な塗膜を形成します。
③独自の高耐候処方により、ラジカル発生を抑制し長期耐久性を実現しました。
④吹付だけでなくローラーでの施工も可能です。

１５Ｋｇ、４Ｋｇ

内外装、鉄部のメタリック調高意匠塗装

①独自技術により、一般的な水性ラジカル塗料よりも汚れにくい塗料です。
②発色性がよく通常では出にくい色も調色可能です。
③従来の外装用塗料に比べ、隠ぺい率がアップし下地が透けにくいです。
④フッ素に迫る超耐候性能を実現。塗替えサイクルを長くできます。

下塗／フェロブリエバインダー：１６Ｋｇ
上塗／フェロブリエ：１６Ｋｇ

住宅内部の木製製品全般、木製家具など

５００ｍｌ

①素材を活かしたしっとりとした、オイルステインのような仕上がりです。
②色むらになりにくく、キレイに仕上がります。
③ゼリー状なので飛びはねが少なく扱いやすいです。

色 相 １２色＋透明

色 相 白・標準色３３色、指定色（ツヤ有、半ツヤ）

色 相

適用下地

標準色６色（ツヤ消し）

プロテクトコートプロテクトコート

プロテクトコートプロテクトコート

抜群の隠ぺい性 !抜群の隠ぺい性 !

汚れにくく、高耐候な
塗膜を形成

汚れにくく、高耐候な
塗膜を形成

塗 装 手 順塗 装 手 順

素地研磨素地研磨

上塗り塗装前上塗り塗装前

上塗り塗装後上塗り塗装後

着色＆拭き取り着色＆拭き取り 透明塗布＆拭き取り透明塗布＆拭き取り乾　燥乾　燥

シリコン樹脂系塗料シリコン樹脂系塗料

プライマープライマー 紫外線紫外線

防　藻
防カビ
防　藻
防カビ

ホコリ
チリ
ホコリ
チリ

汚染物質・雨水汚染物質・雨水

下地下地

乾　燥乾　燥

ＲＣ、モルタル、ＰＣコンクリート、ＧＲＣ、ケイカル板
石膏ボード、アルミ、スチール、ステンレス、亜鉛メッキ
ＡＬＣ、窯業サイディングボード等
　※シーラー、プライマーとの組み合わせで幅広い下地に対応
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建 築 用 × 水 系建 築 用 × 水 系
バイオハクリＡＱバイオハクリＡＱ

スーパーペリバーＡＦＨ－水系スーパーペリバーＡＦＨ－水系

スケルトンＡＱスケルトンＡＱ

バイオハクリＸ－ＷＢバイオハクリＸ－ＷＢ

塗膜面への密着がとても良く
垂れにくく、基材によく浸透します。
塗膜面への密着がとても良く
垂れにくく、基材によく浸透します。

塗膜はく離剤は、はく離時の騒音抑制や  旧塗膜に含まれるアスベスト等の有害物質の飛散が抑えられる「湿式はく離工法」に
用いられます。商品は施工場所や環境、  塗膜の状態にあわせて選びます。
塗膜はく離剤は、はく離時の騒音抑制や  旧塗膜に含まれるアスベスト等の有害物質の飛散が抑えられる「湿式はく離工法」に
用いられます。商品は施工場所や環境、  塗膜の状態にあわせて選びます。

環境に配慮した原料を使用し
作業効率を考えた性能です。
環境に配慮した原料を使用し
作業効率を考えた性能です。

弱アルカリ性弱アルカリ性PHPH

中性中性PHPH

中性タイプとアルカリタイプがあり、
塗膜種・環境条件により選定が可能です。
中性タイプとアルカリタイプがあり、
塗膜種・環境条件により選定が可能です。

作業の効率化、工期短縮、
作業環境の改善に貢献します。
作業の効率化、工期短縮、
作業環境の改善に貢献します。

２０L２０L

エポキシ系の塗膜に適している
Ａタイプと、フタル酸系の塗膜に
適したＢタイプが選べます。

エポキシ系の塗膜に適している
Ａタイプと、フタル酸系の塗膜に
適したＢタイプが選べます。

あらゆる塗料に対して効果が
あり、強力にはく離します。
あらゆる塗料に対して効果が
あり、強力にはく離します。

リペアソルブＳリペアソルブＳ

アクアリムーバーエコアクアリムーバーエコ

アクアインプラスアクアインプラス

ペリカンリムーバーアクアＤＸペリカンリムーバーアクアＤＸ
ペリカンリムーバーアクアペリカンリムーバーアクア

特 集特 集

鋼 構 造 物 用 × 水 系鋼 構 造 物 用 × 水 系

リペアソルブＡリペアソルブＡ

弱酸性弱酸性PHPH

リシンのような薄膜塗材に特に有効。
短時間で塗材に浸透します。
リシンのような薄膜塗材に特に有効。
短時間で塗材に浸透します。

１６Ｋｇ１６Ｋｇ

１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ

塗膜をよく軟化させ、はく離作業時の
旧塗膜の飛散が抑制できます。
塗膜をよく軟化させ、はく離作業時の
旧塗膜の飛散が抑制できます。

はく離効果が長続きし、
時間がたったはく離塗膜が
固くなるのを遅らせます。

はく離効果が長続きし、
時間がたったはく離塗膜が
固くなるのを遅らせます。

１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ

１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ
非塩素系非塩素系分類分類

アルカリ性アルカリ性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類

酸性酸性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

弱酸性弱酸性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

中性中性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

アルカリ性アルカリ性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

中性中性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

アルカリ性アルカリ性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

中性中性PHPH

１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ

Ａタイプ
Ｂタイプ
Ａタイプ
Ｂタイプ

アクア
アクアＤＸ
アクア
アクアＤＸ

１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ

１６Ｋｇ１６Ｋｇ

１６Ｋｇ、４Ｋｇ１６Ｋｇ、４Ｋｇ
Ａタイプ・Ｂタイプ共通Ａタイプ・Ｂタイプ共通

・
W

ater system
　

・
Low

 odor
・

W
ater system

　
・

Low
 odor

◆ＮＥＴＩＳ登録商品◆ＮＥＴＩＳ登録商品

◆ＮＥＴＩＳ登録商品◆ＮＥＴＩＳ登録商品

◆ＮＥＴＩＳ登録◆ＮＥＴＩＳ登録

◆ＮＥＴＩＳ登録◆ＮＥＴＩＳ登録

◆ＮＥＴＩＳ登録商品◆ＮＥＴＩＳ登録商品

◆ＮＥＴＩＳ登録商品◆ＮＥＴＩＳ登録商品

従来の非塩素系はくり剤と比べ
旧塗膜への浸透効果に優れます。
従来の非塩素系はくり剤と比べ
旧塗膜への浸透効果に優れます。

１６Ｋｇ、１.８Ｋｇ１６Ｋｇ、１.８Ｋｇ

ハクリタイトエコＳＴハクリタイトエコＳＴ

弱酸性弱酸性PHPH 非塩素系非塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類
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塗膜はく離剤は、はく離時の騒音抑制や  旧塗膜に含まれるアスベスト等の有害物質の飛散が抑えられる「湿式はく離工法」に
用いられます。商品は施工場所や環境、  塗膜の状態にあわせて選びます。
塗膜はく離剤は、はく離時の騒音抑制や  旧塗膜に含まれるアスベスト等の有害物質の飛散が抑えられる「湿式はく離工法」に
用いられます。商品は施工場所や環境、  塗膜の状態にあわせて選びます。使用する際はＳＤＳを必ず確認し、適切な対策をしてください。使用する際はＳＤＳを必ず確認し、適切な対策をしてください。

中性中性PHPH

建築用×溶剤系（塩素系）・アルコール系（非塩素系）建築用×溶剤系（塩素系）・アルコール系（非塩素系）

建築用（木材保護塗料）×水系・溶剤系建築用（木材保護塗料）×水系・溶剤系

バイオハクリＲＥバイオハクリＲＥ

スケルトンスケルトン

リペアソルブＮリペアソルブＮ

リムーバー シリーズリムーバー シリーズ
Ｎｏ.１／Ｎｏ.１－ＲＡ

Ｎｏ.１－Ｚ

Ｎｏ.２／Ｎｏ.２－Ｇ

Ｎｏ.１／Ｎｏ.１－ＲＡ

Ｎｏ.１－Ｚ

Ｎｏ.２／Ｎｏ.２－Ｇ

Ｎｏ.１

Ｎｏ.２

Ｎｏ.１

Ｎｏ.２

Ｎｏ.１－ＲＡ

Ｎｏ.２－Ｇ

Ｎｏ.１－ＲＡ

Ｎｏ.２－Ｇ

剥 楽剥 楽 ケストルケストル ステントルステントル 木材用 強力ブレイク木材用 強力ブレイク

ハクリタイトスーパーハクリタイトスーパーハクリパワーＳＤ３００ハクリパワーＳＤ３００

Ａ－１０１

Ｍ－２０１

Ｓ－３０１
ＮＷ－５０１
ＮＣ６５１

Ａ－１０１

Ｍ－２０１

Ｓ－３０１
ＮＷ－５０１
ＮＣ６５１

汎用／一般塗料

強力／金属・車両

特に強力／金属・アルミ
建築内外装
建築外装・金属

汎用／一般塗料

強力／金属・車両

特に強力／金属・アルミ
建築内外装
建築外装・金属

２０Ｋｇ・４Ｋｇ・１Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ・１Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ
２０Ｋｇ
１６Ｋｇ・４Ｋｇ・１Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ・１Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ・１Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ
２０Ｋｇ
１６Ｋｇ・４Ｋｇ・１Ｋｇ

有効成分が既存塗膜の深部まで
浸透し、塗膜をよく軟化させます。
有効成分が既存塗膜の深部まで
浸透し、塗膜をよく軟化させます。

１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ

中性タイプでありながら強力
にはく離力を発揮します。
中性タイプでありながら強力
にはく離力を発揮します。

２０Ｋｇ、４Ｋｇ、１Ｋｇ２０Ｋｇ、４Ｋｇ、１Ｋｇ

塗付後はハクリタイトスーパーが
表面に被膜を形成し、はく離成分
を効果的に浸透させます。

塗付後はハクリタイトスーパーが
表面に被膜を形成し、はく離成分
を効果的に浸透させます。

浸透型と造膜型、
油性と水性両方の
塗膜に使用可能です。

浸透型と造膜型、
油性と水性両方の
塗膜に使用可能です。

塗付し軽く擦るだけ
でステイン系塗膜を
はく離します。

塗付し軽く擦るだけ
でステイン系塗膜を
はく離します。

作業性とコストのバランス
が良い、ステイン系塗膜
除去剤。

作業性とコストのバランス
が良い、ステイン系塗膜
除去剤。

木質を傷めにくい
中性タイプです。
木質を傷めにくい
中性タイプです。

４Ｋｇ４Ｋｇ

中性中性PHPH

アルカリ性アルカリ性PHPH

酸性酸性PHPH

中性中性PHPH

中性中性PHPH

スーパーペリバーＡＦＨスーパーペリバーＡＦＨ

アルカリ性アルカリ性PHPH

効果が長続きするので、
時間がたったはく離塗膜が
固くなるのを遅らせます。

効果が長続きするので、
時間がたったはく離塗膜が
固くなるのを遅らせます。
１６Ｋｇ、１Ｋｇ１６Ｋｇ、１Ｋｇ弱アルカリ性弱アルカリ性PHPH

アルカリ性アルカリ性PHPH １８Ｌ、４Ｌ１８Ｌ、４Ｌ アルカリ性アルカリ性PHPH １８Ｌ、４Ｌ１８Ｌ、４Ｌ アルカリ性アルカリ性PHPH２０Ｋｇ、４Ｋｇ２０Ｋｇ、４Ｋｇ 中性中性PHPH

中性中性PHPH

タイルやスタッコのような厚い
塗材にも浸透し軟化させます。
タイルやスタッコのような厚い
塗材にも浸透し軟化させます。

１６Ｋｇ１６Ｋｇ

塩素系塩素系分類分類

塩素系塩素系分類分類

塩素系塩素系分類分類

塩素系塩素系分類分類

中性中性PHPH 塩素系塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類

非塩素系非塩素系分類分類

刷毛塗り

浸漬用

刷毛塗り

刷毛塗り

浸漬用

刷毛塗り

２０Ｋｇ・４Ｋｇ

２０Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ

２０Ｋｇ

２０Ｋｇ・４Ｋｇ

２０Ｋｇ、５Ｋｇ２０Ｋｇ、５Ｋｇ

アルカリ性アルカリ性PHPH 酸性酸性PHPH

酸性酸性PHPH

アルカリ性アルカリ性PHPH 中性中性PHPH

塩素系塩素系分類分類

・
Solvent system

　
・

Pow
erful

ＳＰリムーバーエコＳＰリムーバーエコ

１６Ｋｇ、４Ｋｇ１６Ｋｇ、４Ｋｇ

生分解性１００％の環境配慮型。
安全性が求められる建物にも
最適です。

生分解性１００％の環境配慮型。
安全性が求められる建物にも
最適です。 中性中性PHPH

非塩素系非塩素系分類分類



カタログ
はこちら

施工動画
はこちら

東  京  支  店  ☎03-3632-1682
神奈川営業所  ☎045-959-6051
埼 玉 営 業 所  ☎048-479-4011
千 葉 営 業 所  ☎043-444-4851
つくば営業所  ☎029-841-5600
西東京営業所  ☎0426-21-2011
北関東営業所  ☎0270-40-0141

東 北 営 業 所  ☎0197-66-6721
仙 台 営 業 所  ☎022-788-3961
静 岡 営 業 所  ☎054-349-6711
中 部 営 業 所  ☎0565-47-1681

配送センター  ☎03-3632-1682
東京調色センター   ☎03-3632-1682

神奈川調色センター  ☎045-959-6051
埼 玉 調色センター  ☎048-479-4011
千 葉 調色センター  ☎043-444-4851
つくば調色センター  ☎029-841-5600
西東京調色センター  ☎0426-21-2011
仙 台 調色センター  ☎022-788-3961
静 岡 調色センター  ☎054-349-6711

☎03-3632-1681（大代表） FAX03-3632-2148

商品のお求め、ご相談は当社へ

本社 〒135-8303 東京都江東区森下3-8-11

ＡＮＴＩＶＩＲＵＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＡＮＴＩＶＩＲＵＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ
抗ウイルス製品統合ブランド新商品 関西ペイント株式会社関西ペイント株式会社

アイカ工業株式会社アイカ工業株式会社アスファルト舗装補修材

ジョリシール ホールメンテセットジョリシール ホールメンテセット
シモダマン
おすすめ商品

ＮＥＷ ＰＲＯＤＵＣＴ

おすすめポイント

北関東営業所
営業 リーダー 増田 真人 

しっくい塗料技術を活かした抗ウイルス製品ブランド

敷地内の道路穴や凹みを“キット”で手軽に解決

抗菌・抗ウイルス効果の高い「しっくい塗料」を活用した新ブランドです。
より身近に使いやすく、をキーワードに「しっくい塗料」の効果が得られる
商品がラインアップされています。

接触感染対策シート接触感染対策シート

１０Ｋｇセット×２
Ａ樹脂：１.６５Ｋｇ×２
Ｂ骨材：８.３５Ｋｇ×２
冬用硬化剤：２６ｇ×２

 　ジョリシール ホールメンテセットは、ＭＭＡ
樹脂と骨材から成る、速硬化・早期開放可能な
常温重合二成分型メタクリル樹脂モルタル系
舗装補修材です。
　舗装の欠陥、劣化を放置すると、“水が溜まる”
”車両のハンドルを取られる” “歩行者が転倒する”
などの恐れがあり、事故の危険性が高まります。
欠陥部を速やかに補修し、補修箇所を早期に開放
する必要があるときに
是非ご利用ください。
キット化されており、
計量の手間も省け
簡単に施工可能です。
アスファルト下地用の
ＪＢ-ＨＭとコンクリート
下地用のＪＢ-ＨＭＣを
ラインアップしています。

①MMA樹脂が、早期に硬化し強度を発現します。
②補修箇所の早期開放が可能です。
③撒き砂がいらない天然防滑仕様です。

・１０ｃｍ×２０ｃｍ
・１０ｃｍ×５ｍ

・１箱７枚入り

ドアノブなどに
貼りやすいサイズです 手摺など様々な場所に

貼れるテープタイプ
手摺など様々な場所に
貼れるテープタイプ

アスファルトの舗装欠損部補修
アスファルトの段差や轍の補修

接触感染対策テープ接触感染対策テープ

抗ウイルス
〈はさむだけ マスクケース

抗ウイルス
〈はさむだけ マスクケース〉〉

〉〉
抗ウイルス

〈置くだけ マット
抗ウイルス

〈置くだけ マット

エントランスなどに
設置し、外からの
ウイルス持ち込み
対策に！

エントランスなどに
設置し、外からの
ウイルス持ち込み
対策に！

マスク表面
のウイルスを
シックイと
接触させ
低減させる

マスク表面
のウイルスを
シックイと
接触させ
低減させる

荷 姿

BeforeBefore AfterAfter


