アド・カラー目地 A ／アド・カラー目地 A ソフト共通

目地材の標準使用量について
1 袋（5kg）当りの塗布可能面積（目安）
アドカラー目地
5kg ／袋

サイズ

150 × 150

300 × 300

300 × 600

400 × 400

450 × 450

600 × 600

厚み

10

10

10

11

10

10

3mm

7.2

14.5

19.5

17.2

21

28.1

5mm

4.3

9.6

11.5

11.6

14.2

17.3

目地幅

（㎡）

標準混合比率 カラー目地 A：目地ソフト A=5kg（1 袋）
：1.25 〜 1.3ℓ
アド・カラー目地 A ／アド・カラー目地 A ソフト共通カラーバリエ ーション

速乾性
目地材

A

KBA-005101（ホワイト）

KBA-005106（ジャスミン ベージュ）

KBA-005102（ライト グレー）

KBA-005107（バハマ ベージュ）

KBA-005108（マグノリア ピンク）

KBA-005103（パール グレー）
KBA-005104（アイアン グレー）

■特長
アド・カラー目地A

・細かな粉末なので細目地にも入り易いです。

（全7色）

・輸入タイルとピッタリなカラーバリエーション。

販売価格
¥2,800・5kg/袋

・吸水率が低いので汚れにくいです。

193/㎡〜

・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。

約￥

（仕上げ材：サイズ 300 × 300 × 10㎜、目地幅 3㎜の場合）
（最大目地幅：5㎜）

■使用方法
①カラー目地 A（粉末）5kg（1 袋）と水 1.3ℓを混合してください。練る際には、まず水をバケツなどの容器に

■石材の施工には

入れ、その後粉末のカラー目地 A を入れ、混ぜてください。

施工場所：内壁、内床
下
地：コンクリート、モルタル

※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）20 分です。施工可能気温＋ 5℃〜＋ 35℃
②専用ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
③強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。

■用途

④目地が乾燥する前に強力スポンジでキレイに拭き取ってください。
（スポンジは、水を含ませてよく絞ったもの

●石材、セラミックタイルの施工。

を使用してください。）水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。

■特長
弾性
目地材

A

・吸水率が低いので汚れにくいです。
・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。

・硬化後も “曲げ”に対して追従性があり、床の動きやたわみに効果があります。
・割れにくく、取れにくい目地材です。

■施工前の注意
特に濃色の目地は、色ムラを起こすことがあります。施工の際には特に次の点を注意してください。
・施工下地温度は 5℃以上で施工し、目地詰め後も最低一晩は暖房等で 5℃以上を保つようにしてください。
・目地詰めの前の清掃をきちんと行ってください。
・ベニヤなど特殊下地の場合は、ユカ・ピタリボンド A ソフトなど当社製張付材をお使いください。
アド・目地ソフト A
アド・カラー目地A（全7色）
販売価格 ¥2,800・5kg/袋

267/㎡〜

KBA-105133

販売価格
¥4,080・5ℓ / 缶

約￥

（仕上げ材：サイズ 300 × 300 × 10㎜、目地幅 3㎜の場合）
（最大目地幅：5㎜）

■石材の施工には

■使用方法
①石材の施工後 72 時間以上経過していることを確認してください。
目地ソフト A・1.25 〜 1.3ℓとカラー目地 A・5kg（1 袋）を混合してください。
（カラー目地 A 単品でご使用の場合は、水 1.3ℓを混ぜます。）
練る際には、まず液体の目地ソフト A をバケツなどの容器に入れ、その後粉末のカラー目地 A を入れ、混ぜてください。

施工場所：内壁、内床
下
地：コンクリート、モルタル、ベニヤ

※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）20 分です。施工可能下地温度は＋ 5℃〜＋ 35℃

※ベニヤ下地は、パイン材等の油分がでる材質のものは避けてください。
※床・壁共にベニヤ下地の場合は、必ずアド下地プライマー A をご使用ください。

（目地詰めしてから 5 分以内）
③手の届く範囲が 詰め 終わったらすぐ、強力ゴムごてで余分な目地材をかき取ってください。

■用途
●床暖房やベニヤなどのたわむ下地に効果的。
●ガラスタイルの施工。
●石材（磨き仕上げ）釉薬のあるセラミックタ
イル、表面を磨いた磁器タイルに使えます。
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※粘りがあるため表面がざらざらしているタイルや石材には向きません。
※タイルや石材が圧着貼り施工されていることを確認してください。
（点づけ施工ではクラックが発生します。）

②強力ゴムごてで目地を張付材につくまでしっかり詰める。（あまり広げず、手の届く範囲まで詰めてください。）
④目地材が乾燥する前（5 分以内）に強力スポンジでタイル表面に残った目地をきれいに拭き取ってください。（スポ
ンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。）
水はきれいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。最後にきれいなウェスでふき上げてください。
⑤施工後 48 時間の養生（歩行などの振動を与えない ）で軽歩行可能。
（気温 23℃、湿度 50％）
※冬季など気温 7℃湿度 20％では最低 3 〜 4 日間、養生期間をとってください。最低 3 日間乾燥させてから、養生シー
トをかけてください。

● パッケージのデザインは予告なく変更されることがあります。
● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。
● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
●ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業担当者にお問い合わせください。

■石材の施工には

防水
目地材

■特長

施工場所：内壁、内床、外壁、外床
下
地：コンクリート、モルタル

耐水性があるので、汚れにくく掃除がしやすい目地材。
速乾性があり施工後 3 時間で歩行可能。

■使用方法
■用途

①防水目地 A（粉末）25kg（1 袋）と水 4.5ℓを混合してく
ださい。練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、
その後粉末の防水目地 A を入れ、混ぜてください。

●石材、セラミックタイルの施工。

※混合後の使用可能時間は（バケツの中で練った状態）30
分です。施工可能気温＋ 5℃〜＋ 30℃
②強力ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
③強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。

防水目地 A（全 2 色）
販売価格 各¥4,800・25kg/ 袋

71/㎡〜

約￥

④目地材が乾燥する前（10 〜 15 分以内）に強力スポンジ
できれいに拭き取ってください。（スポンジは、水を含ませ
てよく絞ったものを使用してください。）水はきれいなもの
を使い、スポンジはこまめに洗ってください。最後にきれ
いなウェスでふき上げてください。

KBA-002203（パール グレー）

KBA-002304（アイアン グレー） ⑤施工後 3 時間で歩行可能。

（仕上げ材：サイズ 300 × 300 × 9㎜、目地幅 3㎜の場合）

ベニヤ下地・石膏ボード等の吸水率がある下地へ塗り、その後セメント
合成樹脂ベースの水溶性プライマー

ベースの接着剤などで床壁材を施工する。
1：1 の割合に水で薄めて下地にローラーで塗ります。
施工可能下地温度：+5℃〜 +35℃
（液体透明色）

KBA-105144

78/㎡〜 （販売価格 ¥3,900・5ℓ / 缶）

約￥

可燃

乾燥時間

使用量

9.65

なし

1 時間以上

約 100g ／㎡
（約 50㎡／缶）

強力ゴムごて

施 工 メ ン テ ナ ン ス

施工用具

PH

強力スポンジ
コシのしっかりしたス
ポンジです。
粘りのある目地材でも
しっかり拭き取れま
す。

ゴムが固くしっかりし
ているので目地詰め、
拭き取りがしっかりで
きます。

KB-RB1GT 販売価格¥2,400/ 個

ケラごて

KB-SP1GT

ST-128G

販売価格¥1,000/ 個

販売価格¥1,000/ 個

￥2,800

※
（ ）内はこてを使った場合の標準使用量です。

ケラごてNo.4
（2kg/㎡）

KB-04GT

ケラごてNo.5
（3.5 〜 4.0kg/㎡）

KB-05GT

ケラごてNo.6
（5 〜 6kg/㎡）

KB-06GT

ケラごてNo.10
（8kg以上/㎡）

KB-10GT

ケラごてNo.20
（12 〜 15kg以上/㎡）

KB-20GT
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