318

接着テープ・接着剤

絵画・画材

デザイン

RK-15CH-B

NORK-25CH-6A

R-25CH-WL

メモックロールテープ

工芸・民芸

14055 RK-15CH-B ３色各 15㎜× 10m-------------------------- ￥462 ￥420
ローズ・レモン・ライム

14056 NORK-25CH-6A ２色各 25㎜× 10m-------------------- ￥462 ￥420
ローズ・レモン

版画・染色

14057 R-25CH-WL ２色各 25㎜× 10m------------------------- ￥462 ￥420
再製紙（白）
・蛍光色（黄）

多様に使える貼って
はがせる粘着テープ

マスキングテープ
14040 幅 12㎜ ------- ¥121 ￥110

木彫・木工芸

好きな長さにカットできます

ヤマト両面テープ

14052 -------------- ¥1,320 ￥1,200
サイズ：12㎜× 35m

両面テープ

てん刻

14063 10㎜× 20m ------ ¥407 ￥370
14064 20㎜× 20m ------ ¥770

14061 20㎜× 30m ---- ¥1,210 ￥1,100

￥700

彫塑・彫刻

シックハウス症候群を引き起こすと考えら
れる VOC を低減。厚生労働省室内濃度指
計値 14 項目をすべてクリアー。<AcidFree> タイプの両面テープですので酸に
より写真等が劣化・変色してしまうのを
防ぎます。強粘着。

鉄板、木、プラスチック、ガラス等に使
用できます。
＜用途＞
ポスター等の貼り付け、工作、その他
※ 20㎜は無くなり次第廃止

陶
芸

セメダイン ハイスーパー

セメダイン 速乾 G

45031 5 分タイプ ----------------- ¥363 ￥330

45050 小（20ml）-------------------- ¥187 ￥170
45051 大（50ml）--------------------- ¥363 ￥330

色：白（半透明）

ガラス工芸

急ぎの作業に最適な短時間接着のエポキシ系の強力
接着剤です。金属、ガラス、陶器、プラスチック、塩ビ、
七宝、石など。

色：黄色（あめ色）

木や紙はもちろんゴム、塩ビ、革、布、金属、プラスチッ
クを強力に接着します。ゴム系の接着剤で、上記の
ような広範囲な素材を速乾で強力に接着します。柔
らかいものの接着に向いています。

金属工芸

接着できない物
ポリエチレン
ポリプロピレン
ナイロン
軟質塩化ビニル
フッ素樹脂
ゴム 等

セメダイン コンクリメント
45060 --------------------------------- ¥737 ￥670
コンクリート、タイル、陶器、くぎを打つことがで
きないコンクリート面へのタイルや木などの接着に
適していますので、壁面への共同制作の必需品です。
容量：170ml
色：グレー

※無くなり次第廃止

皮革工芸

小さなパーツを素早く接着するならこちら

セメダイン スーパー XG（ゴールド）

広い面を強くしっかり接着するならこちら！

セメダイン スーパー X2

七宝焼

45056 クリアー 20ml------------ ¥660 ￥600 45052 クリアー 20ml ----------- ¥605 ￥550
45057 クリアー 10ml ------------ ¥440 ￥400 45053 クリアー 10ml------------ ¥418 ￥380
超多用途接着剤・超速硬化・超透明タイプ。 屋外使用に耐える、抜群の耐久性！

熱・水・ショックに強い
弾性接着剤。
屋内外・凹凸面も OK ！
もちろん、いやなニオイ
の少ない、安心無溶剤タ
イプ。環境安全性に配慮
した、CCS/JAIA F ★★★
★適合品です。

使い方は、ゴム系接着剤
と同じ仮止め不要の簡単
接着。
しかも安心の完全無溶剤、
100％固形分なので凹凸
面への接着も OK ！

備品

接着できない物：
ポリエチレン
ポリプロピレン
フッ素樹脂
ポリアセタール等
無くなり次第廃止

CMC と水（ぬるま湯）をペットボトルなどに入れ、
水溶液を作ります。（500cc に CMC 約 3~5g）
お好みで濃度を調整して使えます。
500cc のペットボトルに 300 〜 400cc の水を入れる
とシャカシャカと混ぜやすいです！
※「だま」にならないように少しずつ入れてください。
（だまになっても時間がたてば溶けます。
）
無味、無臭、無害であるため、食品、化粧品、医薬品、
洗剤、などに広く利用されている化学糊。

手に付いても
ベタベタしません。

驚きの耐熱性（-60℃～ 120℃）耐水性・耐衝撃性！
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤です。

5516 CMC（ 10g）------------------ ￥110 ￥100

ちぎり絵や張り子
七宝絵の具の定着に

資料

超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合
わせの接着も出来ます。

接着できない物：
ポリエチレン
ポリプロピレン
フッ素樹脂
ポリアセタール等

セロテープ（10 本入り）

はってはがせる弱粘着性の半透明テー
プです。仮止めやエアーブラシにも使
えます。はって彩色した後、はがすと
くっきりとした線が残ります。

名前シールに、マスキングに、仮止めに、
インデックス・ラベル、など！

容量：A 液、B 液各 6g

無くなり次第廃止

14041 幅 15㎜ ------- ¥154 ￥140
14042 幅 18㎜ ------- ¥176 ￥160

CMC= カルボキシメチルセルロース（carboxymethyl cellulose）

接着テープ・接着剤

319
絵画・画材

細かい所にも最適です。

デザイン

固形アラビック

45028 50ml---------- ¥187
45027 70ml----------- ¥253 ￥230
￥170

容量：100g
主成分：でんぷん

主成分：でんぷん

しわになりにくいほのかな和の香り

45038 口紅タイプ --- ¥132

45029 2.2g------------ ¥165 ￥150
主成分：天然素材多糖類
のり直径：φ 7.8㎜

紙、写真、布などにきれいに貼れる
定番の固形のりです。
ソフトなタッチで りやすい。速乾性。
グリーン購入法適合商品

携帯に便利なペンタイプ。
塗ると色がつき、乾くと透明になる色消
えスティックのり。塗った所が分かるの
で、はみだしや塗り残しを防ぎます。

Acid-Free ※写真等の劣化原因となる酸 ( アシッド )
を含んでいません。

Acid-Free ※写真等の劣化原因となる酸 ( アシッド )
を含んでいません。

セメダイン 学校用速乾

アラビックボンドツイン

45011 ------------------¥242 ￥220

45037 36g----------- ¥275 ￥250

容量：50ml

主成分：酢酸ビニル樹脂

てん刻

最後まで使える逆さボトル

容量：10g
主成分：PVP（ポリビニルピロリドン）

木彫・木工芸

液状のりの王様です！
作業しやすい接着時間、なめらかな塗
・特殊スポンジ付でなめらかな塗りあ
布感、和紙の風合いをそのままに、ち
じです。・紙などの接着に最適です。
ぎり絵、和紙工芸、千代紙細工など織
・乾きがはやく、接着力も抜群です。
細な紙の接着にたいへん適しています。 「グッドデザイン ロングライフデザイン賞」を受賞

カラーグルースティック
￥120

版画・染色

45035 ----------------- ¥495

アラビックヤマト
￥450

工芸・民芸

ヤマト 和紙糊

彫塑・彫刻

陶

水性なので安心・固まると透明
刃物を傷めずに切削可能、
45014 50ml---------- ¥220 ￥200 接着スピードが速い

色：白、乾燥後は透明
接着できるもの：木材・紙・布・革

＜使い方＞
①接着面の汚れを落としてよく乾燥させ
ます。②片面に塗ります。（接着面に均一に塗
布します。
）③貼り合わせます。（すぐに貼り合

色：白、乾燥後は透明

容器は細・太塗りのツインタイプ。
細ノズルは砂絵などののライン引きに
などにも使いやすく、太ノズルは広い
を塗るときヘラがいりません。乾くと
透明になります。
紙・木工用。F ☆☆☆☆

強力透明両面粘着テープ

プッシュはってはがせーる

皮革工芸

45083 大 ----------------------------- ¥901 ￥819

金属工芸

学校工作に使いやすい速乾型の強力接
着剤です。超速乾タイプですので、時
間内に作業ができます。粘度が高いの
わせて強く押さえ、静置します。
）
で、木、厚紙を単時間で能率的に接着
※接着できないもの：プラスチック類、金属、ゴム、 することができます。
用途：木、厚紙、紙、革、布
塩化ビニル、陶器、シリコーン、フッ素樹脂 等

ガラス工芸

45015 180ml--------- ¥440 ￥400
45013 500g --------- ¥847 ￥770
45012 1kg-------- ¥1,375 ￥1,250

芸

セメダイン 木工用速乾

サイズ：17 × 17㎜（100 入り）

45084 小 ----------------------------- ¥681 ￥619
サイズ：10 × 10㎜（100 入り）

ガラス面、壁面への展示がきれいに飾れます。透明
なので窓ガラスの裏面からの展示もできます。少し
の凹凸面でも貼る事ができます。
一個（大）で 100g 荷重に耐えられます。きれいに
はがせ、のり残りがありません。

色：無色透明

このプッシュボンドロケットは、紙・木材等片面が
多孔質の素材であれば金属や発泡スチロール、ビニー
ルなどの材料にも接着する、たのもしい接着剤です。
ノズル式の容器ですので、細かいところまで直接適
量を塗ることができ大変便利です。
安全で、すぐ乾き強力な接着力を持つ優れものです。

VOC 対策品

安全：速乾：強力！！！

用途：木材、ゴム、革、ブロック、石、タイル、陶器、ペッ
トボトル、ガラス、アクリル、プラスチック、空き缶・
金属の接着
容量：25ml
色：無色透明
※ 注意：ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、
ポリエスタール、等は接着しません。

プッシュボンド 工芸ストロング
45080 20g--------------------------- ¥550 ￥500
超強力透明安全接着剤、無溶剤（シンナーゼロ）

安全安心環境対応・多用途、透明なので目立ちません。
金属同士でも熔接に匹敵する 強力な接着力です。
熱や水に強く（約－ 40℃〜 120℃まで適応します）、
多少の凹凸でも接着できます。速硬化、10 〜 30 分
で動かなくなり 24 時間以上で硬化します。
木材、ゴム、革、ブロック、石、タイル、陶器、ペッ
トボトル、ガラス
アクリル、プラスチック、空き缶・金属の接着
※ ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリエス
タール等は接着しません

備品

ガラス面への展示
掲示、プラスチック
金属、木など。

45082 --------------------------------- ¥200 ￥182

資料

作品展示、展示物の
転倒防止、固定に便
利です。

プッシュボンド ロケットⅡ

七宝焼

フィルム付きなので作業が簡単キレイ

