
装飾部材

施工部材

アルミ製ジョイナー

長さ

納まり図
アルミジョイナー

パニートⓇ

2,730mm

設計価格
／ 1 本

設計価格
／20本

仕舞い用 JAS□品番

2,730mm

平目地用 JAH□品番

2,730mm

出隅用 JAD□品番

2,730mm

入隅用 JAI□品番

樹脂製ジョイナー

長さ 2,730mm

納まり図

設計価格
／ 1 本

設計価格
／20本

仕舞い用 JJS□品番

2,730mm

平目地用 JJH□品番

2,730mm

出隅用 JJD□品番

樹脂ジョイナー
パニートⓇ 樹脂ジョイナー パニートⓇ 樹脂ジョイナー

Ⓡ

 ※品番の□に該当するカラー記号を入れてご発注ください。
※ジョイナー 20 本のご発注の際には、品番の後「2」を入れ、カラー記号を入れてください。

）トイワホ用い舞仕製脂樹（    2 SJJ）例　
※形状につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。  

ご注文について

カラーサンプル（仕舞い用）

カラーサンプル（仕舞い用）

キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット　 ※ TMC・D はコーキング剤の色をホワイト   、ダークアイボリー   、ライトグレー   、ダークブラウン   、ライトブロンズ    からお選びください。

品番 TMA（パネル３枚分） 9,200円／箱 TMB（パネル２枚分） 6,100円／箱 TMC-□ 11,000円／箱 TMD-□ 8,000円／箱

〈テープ３巻・接着剤３本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
変性シリコーン系接着剤 333ml/本

（JIS A5538　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ２巻・接着剤２本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
変性シリコーン系接着剤 333ml/本

（JIS A5538　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
変性シリコーン系接着剤 333ml/本

（JIS A5538　F☆☆☆☆表示品）

コーキング剤　330ml/本
ホワイト ダークアイボリー
ライトグレー　 ダークブラウン
ライトブロンズ

〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
変性シリコーン系接着剤 333ml/本

（JIS A5538　F☆☆☆☆表示品）

(             ) (             ) 

コーキング剤　330ml/本
ホワイト ダークアイボリー
ライトグレー　 ダークブラウン
ライトブロンズ

〈テープ３巻・接着剤３本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤
 333ml/本

（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ２巻・接着剤２本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤
 333ml/本

（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ3巻・接着剤3本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤
 333ml/本

（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）
コーキング剤　330ml/本
ホワイト ダークアイボリー
ライトグレー　 ダークブラウン
ライトブロンズ

〈テープ2巻・接着剤2本・マスキング1巻・コーキング剤1本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ/巻

（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤
 333ml/本

（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）
コーキング剤　330ml/本
ホワイト ダークアイボリー
ライトグレー　 ダークブラウン
ライトブロンズ

バスルーム専用接着剤セット　

品番 TMYA （パネル３枚分） 10,700円／箱 TMYB（パネル２枚分） 7,100円／箱 TMYC-□ 12,500円／箱 TMYD-□ 9,000円／箱(             ) (             ) 

※バスルームに施工する場合は、必ずバスルーム専用の施工セットをご使用ください。　　※TMYC・YDはコーキング剤の色をお選びください。

変性シリコーン系接着剤 333ml/本
（JIS A5538　F☆☆☆☆表示品）
標準施工量3×8サイズ　1/本

標準可能塗布量　12～15ｍ/本
※□内に該当する色番をご指定ください。

各種接着剤のケース販売　

品番 BB10 (ボンド）  11,600円／箱 BY10 (バスルーム用ボンド） (両面テープ）
(両面テープ）

10巻入10本入 BC10□ (コーキング剤） 15,500円／箱10本入10本入
48巻入

 11,000円／箱
43,200円／箱

※ BC10 はコーキング剤の色をお選びください。

注１）接着剤セットのパネル枚数は、3×８サイズを基準としております。　注２）３×９サイズをご使用の場合、下地に不陸がある場合、タイルの上からドライON工法の場合は、接着剤セットを多めにご使用ください。注3）キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤について︓「商品
名︓ＳＵ25」の在庫がなくなり次第、掲載画像の「商品名︓MPX-1」へ変更となります。品質・性能に変わりはありませんのでご安心してご使用ください。

BT10
BT48

〈キッチン・サニタリー・
トイレ用接着剤
10 本入／ケース〉

〈バスルーム用接着剤
10 本入／ケース〉

エポキシ樹脂系接着剤 333ml/本
（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）
標準施工量3×8サイズ　1/本

〈キッチン・バスルーム
共通テープ
10 巻入・48 巻入／ケース〉

〈キッチン・バスルーム
コーキング剤
10 本入／ケース〉

標準施工量3×8サイズ　1/巻

ホワイト ダークアイボリー
ライトグレー　 ダークブラウン
ライトブロンズ

16,700円／箱

シルバー 1,700 円
ホワイト 3,300 円

シルバー 20,500 円（1本あたり1,025円）
ホワイト 40,500 円（1本あたり2,025円）

シルバー 1,700 円
ホワイト 3,300 円

シルバー 20,500 円（1本あたり1,025円）
ホワイト 40,500 円（1本あたり2,025円）

シルバー 1,700 円
ホワイト 3,300 円

シルバー 20,500 円（1本あたり1,025円）
ホワイト 40,500 円（1本あたり2,025円）

シルバー 2,100 円
ホワイト 4,100 円

シルバー 25,600 円（1本あたり1,280円）
ホワイト 50,700 円（1本あたり2,535円）

ホワイト ベージュ ブラウン
1,500 円

ホワイト ベージュ ブラウン
1,500 円

ホワイト ベージュ ブラウン
2,000 円

ブラウンベージュホワイト2
13,000 円（1本あたり650円）

ブラウンベージュホワイト2
13,000 円（1本あたり650円）

ブラウンベージュホワイト2
19,000 円（1本あたり950円）

は FX-3850TS の木目 2 柄の専用ジョイナーとなりますのでご注意ください。  は FX-3830TS、

ホワイト

ホワイト ブラウン

シルバー

ベージュ

※ 2022年3月15日（火）出荷分より上記の設計価格になります。


