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日本シーカ株式会社
化成品営業開発本部
〒254-0021  神奈川県平塚市長瀞1-1
TEL 0463-23-1301   FAX 0463-21-1316
http://www.sika-japan.co.jp/

シーカの建設用製品
世界中のコンクリート構造物で多くの実績

エポキシ樹脂系材料
セメント系材料
防水材
充てん材、目地材

建設材料一覧表
目的・用途

大型部材の接着 シーカデュア®Ｗ エポキシ
高強度タイプの接着剤
土木学会基準に準拠

12kg／箱
（6kgセット×2）

各種部材の接着
（モルタルタイプ） シーカデュア®ＷS エポキシ

３Q-Wall工法用接着剤
特殊ラミネート袋入り

18kg／箱
（9kgセット×2）

炭素繊維プレート
貼付け用接着剤 シーカデュア®30 エポキシ

トレカラミネート工法用接着剤
CFRP板の貼付けに最適

6kgセット

各種部材の接着
（モルタルタイプ）

シーカデュア®31
各種用途に使用可能
汎用タイプの接着剤
湿潤面にも使用可能

12kg／箱
（6kgセット×2）
4kg／箱

（2kgセット×2）
エポキシ

新旧コンクリートの
打継ぎ接着　など シーカデュア®32 エポキシ

打継ぎ部の付着力良好
湿潤面にも適用可能

12kg／箱
（6kgセット×2）

シーカデュア®323H エポキシ
厚付け施工が可能
比重は超軽量の0.85

12kg／箱
（6kgセット×2）

劣化部や損傷部の
断面修復
二次製品の補修

シーカデュア®41 エポキシ
高強度樹脂モルタル
圧縮強度は約65N/mm2

12kgセット／箱

シーカ®モノトップ612J ポリマー
セメント

高強度のプレミックスモルタル
圧縮強度は55～65N/mm2

25kg袋

水中構造物･二次製品
などの保護･補修 シーカガード®694H エポキシ

水路や水門の保護に最適
水中での接着が可能

20kgセット／箱

空隙充てん
アンカー固定 シーカデュア®42 エポキシ

充填･補修用グラウトモルタル
圧縮強度は約80N/mm2

15kgセット／箱

アンカー固定
タイル裏注入 シーカデュア®311 エポキシ

天井面でもダレない
アンカー固定、浮き補修用

12kg／箱
（6kgセット×2）

ひびわれ注入
樹脂モルタルのプライマー シーカデュア®52 エポキシ

優れた注入性能
プライマーとして使用可

6kg／箱
（3kgセット×2）

水中･湿潤条件での
アンカー固定 シーカデュア®53 エポキシ

冠水部でのアンカー固定
湿潤面用プライマー

18kg／箱
（9kgセット×2）

鋼板接着工法の
シール材 シーカデュア®31HK エポキシ

湿潤面でも使用可能
日本道路公団基準に準拠

12kg／箱
（6kgセット×2）

鋼板接着工法の
注入接着剤 シーカデュア®52HK エポキシ

優れた流動性、充てん性
日本道路公団基準に準拠

10kgセット

鉄筋や鋼材の
防錆処理用樹脂

シーカトップ®

アルマテック1000
エポキシ
防錆塗料

１成分のエポキシ塗料
錆除去後の鋼材に塗布

防錆剤2kg/缶
希釈剤2リットル/缶

コンクリート･石材などの
撥水材 アクアストップ シラン系

浸透性に優れたシラン系
長期に渡る撥水効果

16リットル／缶

可動目地の防水
シーカデュア®

コンビフレックスシート
フレキシブル
シート

シートと接着剤による防水
大きな動きも吸収
可動目地の処理に最適

幅10,20,30cm
20m／巻
（厚さ1mm）

アンカーキャップの充てん
コンクリートの道路目地 アイガスE-LM ウレタン

タール
アンカーキャップ充てんに最適
施工が容易

10kg／箱
（5kgセット×2）

立ち上り、勾配部分の
目地、充てん アイガスE-NS ウレタン

タール
鉛直目地への充てんが可能
施工が簡単

10kg／箱
（5kgセット×2）

桁ハコ抜き部分への
充てん

アイガスTF
（ノンタール） ウレタン

優れた流動性
埋設配管の保護に最適

18kgセット

コンクリート構造物
の目地 アイガスロープ

アスファルト･
ブタジエンゴム

優れた伸び、付着性能
ロープ状で施工が容易
プライマーは不要

10mm角:20m/箱
20mm角:10m/箱
30mm角:10m/箱

接　着

断面修復

断面修復
水中接着

充てん･グラウト

アンカー･
差筋

鉄筋継手のグラウト
アンカー固定 シーカデュア®W-NF エポキシ

使い易いカートリッジタイプ
継手やアンカーを強固に固定

450mlセット×2／
小箱×6／箱

グラウト
アンカー

ひびわれ補修

水中アンカー

シール

注入材

防錆塗料

浸透性
吸水防止材

特殊目地材

アンカーキャップ
充てん材
土木用目地材

使用材料 成　分 特　徴 荷　姿
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シーカの建設材料は、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど、世界の70カ国    以上で使われ、高い評価と信頼をいただいています。

構造補強構造補強

既存構造物の補修既存構造物の補修

コンクリート構造物のコンクリート構造物の
品質確保品質確保

　建造後、長い年数が経過して耐力が　建造後、長い年数が経過して耐力が
低下した構造物、用途が変更になって低下した構造物、用途が変更になって
耐力の向上が必要になった構造物、耐耐力の向上が必要になった構造物、耐
震性能を向上させたい構造物に対しては、震性能を向上させたい構造物に対しては、
適切な補強対策を行なうことが必要です。適切な補強対策を行なうことが必要です。
　日本シーカでは、炭素繊維プレートを　日本シーカでは、炭素繊維プレートを
使用した補強技術「使用した補強技術「CFRPCFRPラミネート工ラミネート工
法」、耐震壁構築技術「３Ｑ法」、耐震壁構築技術「３Ｑ-Wall-Wall工法」工法」
に使用する接着剤、鉄筋継手に注入すに使用する接着剤、鉄筋継手に注入す
るカートリッジ形高強度接着剤などの高るカートリッジ形高強度接着剤などの高
性能接着剤を用意しております。性能接着剤を用意しております。

　コンクリート構造物は、中性化や塩害、　コンクリート構造物は、中性化や塩害、
凍害、アルカリ骨材反応など、様々な凍害、アルカリ骨材反応など、様々な
影響で劣化が進行します。性能を回影響で劣化が進行します。性能を回
復させるためには、早期に適切な補復させるためには、早期に適切な補
修を行なうことが重要です。修を行なうことが重要です。
　日本シーカでは、ひびわれ用注入材、　日本シーカでは、ひびわれ用注入材、
断面修復材、グラウト材、特殊防水材断面修復材、グラウト材、特殊防水材
など、各種用途に適した様々な製品をなど、各種用途に適した様々な製品を
用意しております。用意しております。

　空隙の隅々まで充てん可能な樹脂系材料、伸縮性に優れた目　空隙の隅々まで充てん可能な樹脂系材料、伸縮性に優れた目
地材、吸水防止材など、新設構造物の性能確保、既存構造物の地材、吸水防止材など、新設構造物の性能確保、既存構造物の
性能回復に適した製品を用意しております。性能回復に適した製品を用意しております。

構造補強

既存構造物の補修

コンクリート構造物の
品質確保

　コンクリート構造物は、中性化や塩害、
凍害、アルカリ骨材反応など、様々な
影響で劣化が進行します。性能を回
復させるためには、早期に適切な補
修を行なうことが重要です。
　日本シーカでは、ひびわれ用注入材、
断面修復材、グラウト材、特殊防水材
など、各種用途に適した様々な製品を
用意しております。

● CFRP板による梁補強

● 鉄筋継手部への
　 樹脂注入

● 高強度ブロック接着による
　 耐震壁構築

● 外壁の補修

● 劣化コンクリートの除去

● 塩害で劣化した桟橋の下部

● タンク基礎まわりのシート防水● 鉄道部材への樹脂充てん

● 空隙部への
　 ウレタン樹脂充てん

　建造後、長い年数が経過して耐力が
低下した構造物、用途が変更になって
耐力の向上が必要になった構造物、耐
震性能を向上させたい構造物に対しては、
適切な補強対策を行なうことが必要です。
　日本シーカでは、炭素繊維プレートを
使用した補強技術「CFRPラミネート工
法」、耐震壁構築技術「３Ｑ-Wall工法」
に使用する接着剤、鉄筋継手に注入す
るカートリッジ形高強度接着剤などの高
性能接着剤を用意しております。

　空隙の隅々まで充てん可能な樹脂系材料、伸縮性に優れた目
地材、吸水防止材など、新設構造物の性能確保、既存構造物の
性能回復に適した製品を用意しております。
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既存構造物の補修や補強工事、新設構造物の性能確保に使用  される高品質で多彩な製品群 !

製品群一覧表 用途と強度の関係

シーカデュア52HK

シーカデュア52

アクアストップ アイガスE-LM

アイガスTFシーカトップ
アルマテック1000

シーカデュア42

シーカデュア53

シーカデュア31
シーカデュア41

シーカデュア32

シーカデュアW

シーカデュアW-NF

液　状 ペースト状 モルタル状 パテ状

シーカデュアWS

シーカデュア31HK

シーカデュア311

シーカデュア323H

シーカガード694H

シーカモノトップ612J

アイガスE-NS

アイガスロープ

シーカデュア30

圧縮強度
（N/mm2）

100

50

0

粘性小 大

施工時の軟らかさ

（液状あるいは軟らかい材料）

ひびわれ
注入

用途
アンカー固定（鉛直）
グラウト充てん

部材接着 断面修復・不陸調整 表面保護
水平アンカー固定

※施工する際の軟らかさ、および硬化後の圧縮強度を指標にして、
　要求に適した製品を選択できます。

種　類

エポキシ樹脂系材料

セメント系材料

防水材

充てん材、目地材

製品名 主な用途

シーカデュア® 30 構造補強工法「CFRPラミネート工法」

シーカトップ®アルマテック1000 防錆材

シーカデュア® 311 注入材、パテ材

シーカデュア® 53 水中硬化形充てん材・注入材

シーカデュア® 52 ひびわれ注入材、断面修復モルタルのプライマー

シーカガード® 694H 水中硬化形パテ材

シーカデュア® 323H 断面修復用軽量樹脂モルタル

シーカデュア® 42 空隙・間隙充てん用樹脂グラウト

シーカデュア® 41 断面修復・補修用樹脂モルタル

シーカデュア® 52HK 鋼板接着・縦桁増設工法（注入材）

シーカデュア® 31HK 鋼板接着・縦桁増設工法（シール材）

シーカデュア® 32 新旧コンクリートの打継ぎ

シーカデュア® 31 汎用接着剤

シーカデュア® W-NF ねじふし鉄筋継手グラウト、アンカーボルト固定

シーカデュア® W プレキャストコンクリートブロック工法

シーカデュア® WS 耐震壁構築工法「3Q-Wall工法」

シーカ® モノトップ612J 高強度ポリマーセメントモルタル

シーカデュア®コンビフレックス 特殊防水目地シールシステム

アクアストップ シラン系浸透性吸水防止材

アイガスE-LM ウレタンタール系充てん材、目地材（液状）

アイガスロープ アスファルト系加熱充てん形　成形目地材

アイガスTF ウレタン系充てん材（液状）

アイガスE-NS ウレタンタール系充てん材、目地材（パテ状）
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 エポキシ樹脂系材料
シーカデュア® 30（モルタル状）　ＣＦＲＰ板貼付け用接着剤

荷姿

特長

適度な粘性を有する2成分形、無溶剤タイプの接着剤です。構造物の曲げ補強な
どに用いられる炭素繊維プレート（CFRP）板の貼り付けに適しています。

トレカラミネート工法の詳細は、トレカラミネート工法研究会ホーム
ページをご参照下さい。
http://www.tl-ken.com/

6kgセット

・ヘラやコテで簡単に施工できます。
・ダレないので上面作業が容易に行え
ます。

・揮発成分を含まない無溶剤タイプです。
・硬化後の収縮がほとんどありません。
・圧縮強度、接着強度が優れています。

用途

・ＣＦＲＰ板の貼り付け
・各種素材の接着
コンクリート、モルタル、レンガ、石材、鋼材、アルミニウム、木材、
ポリエステル、ガラスなどの接着。

トレカラミネート工法用接着剤　JWWA 水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料 適合品

3Q-Wall工法の詳細は、3Q-Wall工法研究会ホームページをご参照下さい。
http://www.3qwall.e-arc.jp/

シーカデュア® ＷＳ（モルタル状）　コンクリート・金属・FRP用接着剤

荷姿

特長

コンクリート部材、金属、FRP部材、石材などの接着に適した無溶剤、2成分形のモル
タル状接着剤です。 18kg／箱（9kgセット×2）

・ヘラやコテで簡単に施工できます。
・湿潤面にも使用可能です。
・硬化後の収縮がほとんどありません。
・特殊ラミネート袋入りです。

・強度発現が優れています。
・圧縮強度、接着強度が優れています。
・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

用途

・コンクリート、モルタル部材の接着
・ＦＲＰ部材の接着
・その他、各種材料の接着
レンガ、石材、鋼材、アルミニウム、木材、ポリエステル、ガラス、
セラミックスなどの接着

耐震補強技術 3Q-Wall工法用接着剤　JWWA 水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料 適合品

シーカデュア® Ｗ（ペースト状）　プレキャストコンクリートブロック用接着剤

荷姿

特長

土木学会基準（JSCE-H101-2001）に適合したプレキャストコンクリートブロック接
合用接着剤です。強度が高く、耐久性に優れています。石材やレンガ、ガラスなども
簡単かつ強固に接着することができます。

12kg／箱（6kgセット×2）

・ヘラやハケ、ローラーなどで簡単に施工
できます。
・湿潤面にも使用可能です。
・硬化後の収縮がほとんどありません。

・強度発現が優れています。
・機械的強度、接着強さに優れています。
・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

用途

・プレキャストコンクリート部材の接着
・各種材料の接着
コンクリート、モルタル、レンガ、石材、鋼材、アルミニウム、木材、
ポリエステル、ガラスなどの接着

土木学会プレキャストコンクリート用エポキシ品質規格・適合品

シーカデュア® W-NF（カートリッジ形）　ねじふし鉄筋継手・アンカーボルト固定用接着剤

特長

ねじふし鉄筋継手のグラウト、各種部材の強固な接着、アンカーボルトの固定などに
適した高強度タイプの接着剤です。カートリッジタイプのため、計量や攪拌などの作
業は必要ありません。また、適度な粘性を有しているため、ダレがほとんどありません。

・カートリッジタイプのため、計量や攪拌の手間を必要としません。
・ねじふし鉄筋継手の間隙のすみずみまで充てん可能です。
・適度な粘性を有しているため、ダレがほとんどありません。
・早期に高い強度が得られます。
・材令７日の圧縮強さ１１０N/mm2以上の高強度です。

用途

・ねじふし鉄筋継手のグラウト
・水平アンカーの固定
・各種材料の接着
コンクリート、モルタル、レンガ、石材、鋼材、アルミニウム、木材、ポリエステル、ガラ
スなどの接着

ツインカートリッジ形高強度接着剤　土木学会鉄筋継手指針・対応品

荷姿

450mlセット×2（スタティックミキサー1本）／　
小箱×6／箱
450mlセット：A成分300mlカートリッジ
　　　　　   B成分150mlカートリッジ

E
p
o
xy

● 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
系
材
料

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.86g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 84N/mm2

引張強さ 20℃・7日 32N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 15N/mm2

接着強度
（建研式）

3.1N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日

主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.75g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 77N/mm2

引張強さ 20℃・7日 20N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 13N/mm2

接着強度
（建研式）

3.0N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日

主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.40g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 79N/mm2

引張強さ 20℃・7日 27N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 15N/mm2

接着強度
（建研式）

3.0N/mm2

2.7N/mm2

（コンクリート下地破断）

20℃・7日
乾燥下地面
湿潤下地面

曲げ接着強さ 7.1N/mm2
（モルタル破断）20℃・7日

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.58g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 120N/mm2

圧縮弾性係数 20℃・7日 3.5×103N/mm2

引張強さ 20℃・7日 32N/mm2

引張せん断強さ 13.5N/mm220℃・7日

接着強度
（建研式）

4.3N/mm2

4.3N/mm2

（コンクリート下地破断）

20℃・6時間
20℃・7日
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●新旧コンクリート・モルタルの打継ぎ

●水路などの嵩上げ

●アンカーボルトの固定

新コンクリート

新コンクリート
またはモルタル

既設
コンクリート

アンカー

シーカデュア32

シーカデュア32

既設コンクリート
またはモルタル

シーカデュア32

 エポキシ樹脂系材料
シーカデュア® 31（モルタル状）　コンクリート・金属用・ＦＲＰ用 汎用接着剤

荷姿

特長

コンクリート、石材、鉄、木材など、さまざまな土木･建築材料の接着に適した無溶剤、
2成分形のエポキシ系接着剤です。 12kg／箱（6kgセット×2）, 4kg／箱（2kgセット×2）

・湿潤面にも使用可能です。
・接着強さに優れています。
・耐久性、耐水性に優れています。
・溶剤などの揮発成分を含まないため、収縮がほとんどありません。
・ヘラやコテなどで簡単に施工できます。

用途

・歩道の縁石やコンクリートパイプなどのコンクリート二次製品の接着
・各種材料の接着
コンクリート、石材、陶器、モルタル、鉄、木材、ポリエステル、ガラス、エポキシなど
の接着

シーカデュア® 32（粘稠液状）　新旧コンクリート打継ぎ用接着剤

荷姿

特長

新旧コンクリートの打継ぎ、水路などの嵩上げ、モルタル塗布時のプライマー、アンカ
ーボルトの固定など、さまざまな用途に適用可能な無溶剤、2成分形の接着剤です。
湿潤面への接着も可能です。

12kg／箱（6kgセット×2）

・打継いだコンクリートやモルタルを強固に接着します。
・湿潤面にも使用可能です。
・低温下や高湿度下でも硬化します。
・圧縮強度、接着強度が優れています。
・ハケやローラーなどで簡単に施工できます。

用途

・新旧コンクリートの打継ぎ（新コンクリートを打設する際のプライマー）
・水路などを嵩上げする際の打継ぎ
・補修用モルタルなどを塗布する際の塗継ぎ
・アンカーボルトなどの固定
・各種材料の接着
コンクリート、石材、陶器、モルタル、鉄、木材、ポリエステル、ガラス、エポキシなど
の接着

シーカデュア® 31HK（モルタル）　シール用エポキシ接着剤

荷姿

特長

鋼板接着工法のパテ、シール材に適した無溶剤、モルタル状、2成分形エポキシ系
シール材です。コンクリート、鋼材、その他各種材料の接着剤としても使用可能です。 12kg／箱（6kgセット×2）

・適度な粘性を有しているため、ダレがほとんどありません。
・乾燥面、湿潤面の両方に使用できます。
・硬化時の収縮がほとんどありません。
・圧縮強度、接着強度が優れています。
・耐衝撃性に優れています。

用途

・鋼板接着、縦桁増設工法のシール材
・コンクリートの小断面の欠け補修
・各種材料の接着
コンクリート、モルタル、レンガ、石材、鋼材、アルミニウム、木材、ポリエステル、ガラ
スなどの接着

日本道路公団規格・適合品

シーカデュア® 52HK（低粘度液状）　注入用エポキシ接着剤

特長

鋼板補強工法の注入材に適した無溶剤、2成分形エポキシ系接着剤です。アンカー
ボルトの固定やプレパックドコンクリートの結合材としても使用可能です。

・流動性に優れているため、空隙の隅 ま々で充てん可能です。
・硬化時の収縮がほとんどありません。
・圧縮強度、接着強度が優れています。
・耐衝撃性に優れています。

用途

・鋼板接着、縦桁増設工法の注入材
・橋脚耐震補強工法の鋼板内への注入材
・アンカーボルトの固定
・コンクリートのクラック注入接着剤

日本道路公団規格・適合品

荷姿

10kgセット

E
p
o
xy

● 

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
系
材
料

主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.70g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 57N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 45N/mm2

引張強さ 20℃・7日 20N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 19N/mm2

接着強度
（建研式）

3.8N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日

主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.35g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 58N/mm2

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

比　重 混合物 1.70

圧縮強さ 20℃・7日 78N/mm2

圧縮弾性係数 20℃・7日 4.9×103N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 15N/mm2

接着強度
（建研式）

3.2N/mm2

（コンクリート下地破断）20℃・7日

曲げ接着強さ 8.2N/mm2
（モルタル破断）20℃・7日

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

比　重 混合物 1.15

圧縮強さ 20℃・7日 76N/mm2

圧縮弾性係数 20℃・7日 2.0×103N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 14N/mm2

接着強度
（建研式）

3.2N/mm2

（コンクリート下地破断）
20℃・7日

接着強度
（建研式）

3.5N/mm2

3.5N/mm2

（コンクリート下地破断）

20℃・7日
乾燥下地面
湿潤下地面
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●プライマー塗布
　シーカデュア31,32,52
　0.3～1.0kg/m2塗布

●シーカデュア41
　充てん

 エポキシ樹脂系材料
シーカデュア® 41（モルタル状）　断面修復・補修用樹脂モルタル

荷姿

特長

エポキシ樹脂と特殊配合された専用骨材を調合した、無溶剤、3成分形の断面修復用
樹脂モルタルです。コンクリート構造物の欠損部補修、間隙への充てんなどに優れた
性能を発揮します。

12kgセット／箱

・圧縮強度、曲げ強度が優れています。
・耐摩耗、耐衝撃性が優れています。
・低温下や高湿度下でも硬化します。
・エポキシ系プライマーを使用するため、下地への接着性に優れています。

用途

・コンクリート構造物の欠損部補修
・劣化して欠損した部分の断面修復
・欠損、破損した二次製品の修復
・目地の縁取り

シーカデュア® 42（グラウト状）　間隙充てん用樹脂グラウト

荷姿

特長

流動性に優れた無溶剤、3成分形の間隙充てん用樹脂グラウトです。間隙や空隙
への充てん、損傷部の補修、アンカーボルトのグラウトなどに適しています。 15kgセット／箱

・流動性に優れています。
・低温下や高湿度下でも硬化します。
・圧縮強度、曲げ強度が優れています。
・耐摩耗、耐衝撃性に優れています。

用途

・間隙や空隙への充てん、補修
コンクリート、モルタル、石材、スチール、木材などの空隙部への充てん
・グラウト
アンカーボルト、機械基礎、ガードレール、配管などの固定

シーカデュア® 323H（軽量モルタル）　断面修復用軽量樹脂モルタル

荷姿

特長

エポキシ樹脂と特殊軽量骨材を調合した無溶剤、2成分形の軽量樹脂モルタルです。
軽量のため、天井や壁面への厚付け施工が可能です。コンクリート構造物の欠損部補
修、断面修復、部材の増し厚などに適しています。

12kg／箱（6kgセット×2）

・軽量のため、天井面や壁面への厚付けが可能です。
・施工性に優れているため、薄塗りから厚塗りまで可能です。
・低温下や高湿度下でも硬化します。
・耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。

用途

・劣化して欠損した部分や鉄筋露出部の断面修復
・壁面、天井面への厚付け補修
・コンクリート部材の隙間などへの充てん補修
・コンクリート構造物のジャンカなどの補修
・破損したコンクリート部材の縁取り、目地の縁取り、不陸調整

シーカガード® 694H（パテ状）　水中硬化形 塗布充てん材

特長

海洋構造物・水路・水門の表面保護、PC桁の補修、各種水中工事などの用途に
適用可能な無溶剤、2成分形のエポキシ系充てん材です。

・水中での塗布および接着が可能です。
・パテ状なので、水中においても手で容易に施工できます。
・耐侵食性、耐衝撃性に優れています。
・プライマーは必要ありません。

用途

・陸上構造物や海洋構造物（コンクリート、鋼材、石材）の表面保護
・水路、水門などの表面保護
・ボックスカルバートやセグメントの目地処理
・ＰＣ桁などの表層補修

荷姿

20kgセット／箱

E
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主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 2.00g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 65N/mm2

凍結融解抵抗性 300サイクル 重量変化率 0.2％

曲げ接着強さ 20℃・7日
9.7N/mm2

（モルタル材破断）

接着強度
（建研式）

3.0N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日

主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 2.00g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 83N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 35N/mm2

主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 0.85g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 37N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 18N/mm2

曲げ接着強さ 20℃・7日 8.4N/mm2

接着強度
（建研式）

3.2N/mm2

（コンクリート下地破断）
20℃・7日

曲げ接着強さ 10N/mm2
（モルタル材破断）20℃・7日

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.90g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 58N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 33N/mm2

接着強度
（建研式）

2.4N/mm2

（コンクリート下地破断）20℃・7日

接着強度
（建研式）

2.7N/mm2
（コンクリート下地破断）

20℃・7日



11 | 12

 エポキシ樹脂系材料
シーカデュア® 52（低粘度液状）　ひびわれ注入、プライマー用接着剤

荷姿

特長

コンクリート構造物のひびわれ補修に適した低粘度、2成分形のエポキシ系注入接着
剤です。流動性に優れており、小さなひびわれにも充てんが可能です。また、エポキシ
樹脂モルタルのプライマーとしても使用できます。

6kg／箱（3kgセット×2）

・流動性に優れているため、小さなひびわれにも充てん可能です。
・溶剤などの揮発成分を含まないため、収縮がほとんどありません。
・圧縮強度、接着強度が優れています。
・耐久性や耐水性に優れています。
・湿潤面にも使用可能です。

用途

・コンクリート構造物のひびわれ補修
・コンクリート、モルタル、石材、鋼材、木材などの接着
・アンカーボルトの固定
・エポキシ系樹脂モルタルのプライマー

シーカデュア® 53（液状）　水中硬化形 充てんおよび注入用接着剤

荷姿

特長

水中や湿潤面での使用に適した無溶剤、2成分形のエポキシ系接着剤です。水中および
冠水状況でのアンカーボルトの固定、トンネル、ダム、港湾など水のある現場での注入工
事に適しています。また湿潤面用のプライマーとして使用することができます。

18kg／箱（9kgセット×2）

・湿潤面、水中および通常の気中での使用が可能です。
・流動性に優れているため、空隙の隅 ま々で充てん可能です。
・密度が大きいため、水と置換性が良好です。
・硬化後の収縮がほとんどありません。
・圧縮強度、接着強度が優れています。
・耐久性、耐水性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

用途

・水中や冠水状況での注入や流し込み接着
冠水状況のアンカーボルトの固定
鋼板の注入接着
コンクリートのひびわれ部への注入
・湿潤面用プライマー
・各種材料の接着
コンクリート、モルタル、レンガ、石材、鋼材、アルミニウム、木材、ポリエステル、ガラ
スなどの接着

シーカデュア® 311（パテ状）　注入用・充てん補修用接着剤

荷姿

特長

間隙への注入や充てん接着、アンカーボルトやアンカーピンの固定に適した2成分形
のパテ状エポキシ系接着剤です。粘度が高いため、鉛直面や天井面においてもダレま
せん。

12kg／箱（6kgセット×2）

・混合、塗布、注入などの作業性に優れています。
・パテ状のため、ダレがありません。
・湿潤面にも使用可能です。
・圧縮、曲げ、引張、接着強さなどの物性が優れています。
・耐水性、耐久性、耐候性に優れています。

用途

・コンクリート構造物のひびわれ補修、間隙への注入補修
・外壁タイルやモルタル面に設置するアンカーボルトやアンカーピンの固定
・コンクリート、モルタル、石材、鋼材などの接着
・表面の不陸調整、ピンホール部への充てん

シーカトップ® アルマテック1000　１成分エポキシ樹脂防錆塗料

特長

錆面と反応して錆を安定化させるとともに、塗膜が大気を遮断して被塗面を保護する
重防食塗料で、特殊変成した1成分形エポキシ樹脂塗料です。

・浸透性を有しています。錆を固定して安定性の高い物質に転換します。
・耐アルカリ性、耐酸性に優れています。
・可とう性を有しているため、鉄筋の折り曲げ時の追従性に優れています。
・鉄、軽金属などへの付着性に優れています。
・1成分のため、取扱いが簡単です。

用途

・コンクリート構造物の損傷した鉄筋などの防錆
・橋梁などの鋼構造物の防錆
・埋設あるいは地上のパイプラインの防錆
・鉄鋼加工品、海洋構造物の防錆

日本道路公団 防錆材の品質規格・対応品

荷姿

1セット／箱
防錆塗料：2kg／缶、
専用希釈液：2リットル／缶
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主な技術データ（標準形）

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.08g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 56N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 61N/mm2

引張強さ 20℃・7日 45N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 14N/mm2

接着強度
（建研式）

3.0N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 2.05g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 70N/mm2

引張強さ 20℃・7日 32N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 49N/mm2

接着強度
（建研式）

3.0N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日

主な技術データ

主な技術データ（標準形）

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

密　度 20℃ 1.14g/cm3

鉄筋への付着強さ 20℃・7日 無塗装鉄筋の86％

防錆性 錆・ふくれ・
はがれ・われなし

塩水噴霧
240時間

塗装の外観 われ・はがれ・
あな・われなし

塗装24時間後

耐アルカリ性 ふくれ・われ
はがれ・錆なし

飽和水酸化カルシウム溶液
30日浸漬

アンカーボルト
引き抜き試験 14.1t（ボルト破断）

14.1t（ボルト破断）

20℃・3日
気中注入
水中注入

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.40g/cm3

圧縮強さ 20℃・7日 58N/mm2

曲げ強さ 20℃・7日 36N/mm2

引張強さ 20℃・7日 24N/mm2

引張せん断強さ 20℃・7日 20N/mm2

接着強度
（建研式）

3.3N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・7日
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 セメント系材料
シーカ®モノトップ612J　高強度ポリマーセメントモルタル

荷姿

特長

特殊粉末樹脂と短繊維がプレミックスされた1成分形の高強度ポリマーセメントモル
タルです。水と混合するだけで、高強度で耐久性に優れたモルタルを容易に作製す
ることができます。

25kg袋（1袋当たり4リットルの水と混合）

・所定量の水と混合するだけで、高強度ポリマーセメントモルタルを容易に作製でき
ます。
・吹付け施工が可能です。（天井面：最大20mm、壁面：最大30mm）
・材齢28日で60～65Ｎ／ｍｍ2程度の高強度が得られます。（20℃養生）

用途

・中性化、塩害などで損傷した高強度コンクリートの断面修復
・天井、床、壁、コンクリート二次製品のジャンカ部の補修
・コンクリート二次製品のカケ補修
・下地の増厚

C
e
m
e
n
t

● 

セ
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ン
ト
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料

旧 日本道路公団規格・対応品

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 2.15g/cm3

圧縮強度 20℃・28日 65N/mm2

曲げ強度 20℃・28日 9.1N/mm2

付着強度
（建研式）

2.5N/mm2
（コンクリート下地破断）20℃・28日

乾燥収縮率 20℃・28日 4.80×10－4
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シーカデュア® 31（接着剤） コンビフレックスシート

地下水、湧水など
トンネルおよび大型構造物の導水部のジョイント
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無塗布

アクアストップ塗布

 防水材、汚れ防止材
シーカデュア®コンビフレックス　特殊防水目地シールシステム

荷姿

特長

フレキシブルなコンビフレックスシートと接着剤を用いた特殊防水目地シールシステム
です。動きの大きな目地や不定形状の目地への施工に適した工法です。 コンビフレックスシート（防水シート）

　厚さ：1mm、幅：100，200，300mm、
　長さ：20ｍ／ロール
シーカデュア31（シート貼付け用接着剤）
　12kg／箱（6kgセット×2）
　 4kg／箱（2kgセット×2）

・伸び能力に優れたシートを使用するため、大きな動きにも追従します。
・耐候性、耐久性、耐薬品性に優れた工法です。
・接着剤を使用してシートを固定するため、アンカー等による固定は必要ありません。
・施工が容易です。

用途

・エキスパンションジョイントや大きな動きを有するひびわれ部の防水
・トンネル、カルバート、橋梁、下水処理場、水力発電所などの目地防水

アクアストップ　シラン系浸透性吸水防止材

荷姿

特長

コンクリートやモルタルなどの無機質材料に塗布し、水や塩分の浸入を防ぐことに
より、塩害、凍害、汚染などから構造物を守る浸透性吸水防止材です。無色透明な
ので構造体の外観をそのまま維持することができます。

16リットル／缶

・毛細管作用により、部材表面から深く浸透します。
・長期にわたって、優れた吸水防止性、撥水性を持続します。
・撥水効果により、塩分の浸透を抑制します。
・簡便に施工でき、外観はそのまま維持することができます。

用途

・コンクリート、モルタル、コンクリート二次製品、ＡＬＣ、スレート板、レンガ、石材など
の白華、塩害、凍害、汚染、吸水の防止

シーカガード® 716Ｗ　抗菌・防カビ・防藻剤混入形 コンクリート表面汚れ防止材

荷姿

特長

ケイ酸塩と有機ピリジン系抗菌防カビ防藻剤を主成分とするコンクリート表面汚れ
防止材です。コンクリート表面に塗布あるいは噴霧することで、微生物の繁殖に起
因する汚れの発生を抑制します。ケイ酸塩による表層の緻密化、防水性向上も期待
できます。

20kg／箱

・新設および既設構造物の両者に適用が可能です。
・カビや藻類の発生を長期間抑制することができます。
・実績および安全性の高い抗菌防カビ防藻剤を使用しています。
・ローラーやハケ、スプレーによる施工が可能です。
・無色のため、外観をそのまま維持することが可能です。

用途

・建築構造物の打放しコンクリート面の汚れ抑制
・橋脚や高欄などのコンクリート面の汚れ抑制
・コンクリート二次製品やコンクリート塀などの汚れ抑制

標準使用量

200g／m2（1回塗り）
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主な技術データ

項　目 測定例

コンビフレックスシート

比　重 1.5
引張強さ 11N/mm2

伸び 825％

シーカデュア３１
（シート貼付け用接着剤）

密度 1.70g/cm2

圧縮強さ 57N/mm2

引張強さ

条　件

20℃

20℃

20℃

混合物

20℃・7日

20℃・7日 20N/mm2

項　目 条　件 測定例

密　度 ̶ 0.80g/cm3

透水性

試験方法
NSKS-004※

※日本建築仕上材工業会規格＝NSKS－004

無塗布の1.4％

吸水性 無塗布の6.0％（24時間浸漬後）

遮塩性 0mm（7日間浸漬後）

浸透深さ 3mm（塗布2週後）

外観変化 変化なし（塗布2週後）

主な技術データ

主な技術データ

項　目 測定例

比　重 1.19

未処理

試験片および培地上
全面にカビが繁殖

シーカガード716W塗布

試験片や培地上での
カビの発生はごく一部

カビ抵抗性試験
（JIS Z 2911）
4週間経過後
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 充てん材、目地材
アイガスE-LM（液状）　ウレタンタール系注入充てん材

荷姿

特長

ウレタンタールを主成分とする2成分形の注入充てん材です。アンカーキャップ内へ
の充てんやコンクリート道路目地などへの充てんに適しています。 10kg／箱（5kgセット×2）

・施工が簡単です。
・耐油性に優れています。
・接着性に優れています。
・低温化においても優れた弾性を保ちます。

用途

・アンカーキャップ内への充てん
・コンクリートの道路目地への充てん
・オイルタンクまわりの目地への充てん
・構造物の貫通部への充てん

アイガスE-NS（パテ状）　ウレタンタール系充てん材

荷姿

特長

ウレタンタールを主成分とする2成分形の充てん材です。構造物の鉛直目地や道路
目地、水平方向のアンカーキャップなどへの充てんに適しています。 10kg／箱（5kgセット×2）

・鉛直部に施工してもダレません。
・施工が簡単です。
・耐油性に優れています。
・接着性に優れています。
・低温化においても優れた弾性を保ちます。

用途

・水平方向のアンカーキャップ内への充てん
・コンクリートの道路目地への充てん
・オイルタンクまわりの目地への充てん

アイガスTF（ノンタール）　ウレタン系注入充てん材

荷姿

特長

アイガスTF（ノンタール）は、ノンタール系ウレタンを主成分とする2成分形のウレタン
充てん材です。狭隘な間隙への流し込み充てんが可能で、PC橋の支承アンカーボ
ルト部の充てんや埋設管、壁貫通配管の保護を目的とした充てんなどに適していま
す。

18kgセット

・施工性に優れており、狭隘な間隙にも充てん可能です。
・硬化後はゴム弾性体となり、外部衝撃を吸収します。
・接着性に優れています。
・耐候性、耐薬品性に優れています。

用途

・PC橋、支承アンカーボルトの充てん
・配管工事のコンクリート壁貫通部における充てん
・コンクリート躯体およびその他の部材間の緩衝

アイガスロープ　加熱充てん形 成形目地材

特長

特殊アスファルトおよびブタジエンゴムを主成分とし、ロープ状に成形された加熱充
てん形目地材です。各種構造物の目地の充てんに適しています。

・ロープ状になっていますので、施工が簡単です。
・伸びおよび接着性に優れています。
・耐久性に優れています。
・プライマーは不要です。

用途

・道路目地への充てん
・橋梁目地への充てん
・オイルタンクまわりの目地への充てん

荷姿

10mm角：20ｍ／箱（5m×4ロール）
20mm角：10m／箱（50cm×20本）
30mm角：10m／箱（50cm×20本）
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主な技術データ

主な技術データ

主な技術データ

主な技術データ

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.45g/cm3

粘　度 混合物 2600mPa・s

引張強さ 20℃・14日 1.2N/mm2

伸　び 20℃・14日 700％

硬　度（ショアA）
5
13

20℃・1日
7日

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.45g/cm3

引張強さ 20℃・14日 2.0N/mm2

伸　び 20℃・14日 680％

硬　度（ショアA）
23
33

20℃・1日
7日

項　目 条　件 測定例

密　度 混合物 1.45g/cm3

硬度（ショアＡ） 20℃・7日 63

引張強さ 20℃・7日

20℃・7日

20℃・7日

6.4N/mm2

伸　び 750％

引張せん断強さ 2.0N/mm2

項　目 条　件 測定例

密　度 20℃ 1.50g/cm3

針入度 20℃・7日 25（1/100cm）

灰　分 770℃・30分 75％




