
独自の技術開発により全て
作業性が高い。養生用のデ
ザインテープ等も手掛ける。

独自性
放射性物質を取り除く「除
染テープ」（一般向け）など、
特殊機能テープも開発。

特殊機能
材料品質にこだわりながら
も、独自の技術で低コスト化
を実現。リピート率も高い。

経済的

高い絶縁性・耐オゾン性を誇る電気絶縁テープは、高圧電力ケーブル補修に優
れた威力を発揮します。また、アルミテープやダクトテープなど、各種補修に適
した製品をラインナップ。その他に、展示会・イベント用のデザイン印刷テープ、
養生用のデザインテープのご要望にも対応。オリジナルデザインのテープを製
作いたします。さらに特殊機能を備えた独自のテープなども開発。
＊ 個装単位でのご注文・発送も承っておりますので、ご相談ください。

アルミテープは、シンクやレンジの汚れ防止や金属屋根や外壁の補修、車やサーフボー
ドの補修まで、様々な用途で使用できます。印刷テープは、印刷面をうまく利用すること
で、オリジナル鞄やシール代わりのワンポイントなど、楽しいアイデアが一杯！

電気絶縁＆その他テープ

ご希望に合わせたデザイン、環境に応じた特殊機能も開発



用途にあわせ、つや有り・つや無し2タイプを揃えています

用途  ●レンジダクト工事　●水回りの補修など　●サーフボードの仮補修
アルミテープAL2
ダクトシール用テープ

素材  アルミ箔

構造

一般特性 単　位 測 定 値

粘 着 力 N/25mm 12.6

使用温度範囲 ℃ 0〜100

 標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。
厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（ピロー包装） 1箱入数 色

0.08 50 25・50 1巻 30巻 シルバー
（つや無し）0.08 75 50 1巻 20巻

0.08 50 25・50 1巻 30巻
シルバー

（つや有り）0.08 75 50 1巻 20巻
0.08 100 50 1巻 15巻

アルミ箔（0.05mm）

アクリル系粘着剤
剥離紙

はくり紙をはがす手間がない分、作業性アップ・ゴミの削減
にも繋がり、手でも切れるアルミテープです
用途  ●水廻りやトタン屋根などの防水補修　●ダクト継ぎ目貼り　●軒先ツバメよけ等々に

構造

 標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（シュリンク包装） 1箱入数 色
0.08 50 50 1巻 30巻 シルバー（つや有り・つや無し）

はくり紙のないアルミテープAL１
ダクトシール用テープ

素材  特殊アルミ箔 一般特性 単　位 測 定 値

粘 着 力 N/25mm 11.4

使用温度範囲 ℃ 0〜100

柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます

用途  ●ダクト・ホース・テント・かさ等の補修

構造

 標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（シュリンク包装） 1箱入数 色
0.18 50 25 1巻 30巻 シルバー
0.18 48 10 1巻 30巻 白・黒・銀

S9001
ダクトテープ

素材  ポリエステルメッシュ 一般特性 単　位 測 定 値

粘 着 力 N/25mm 23.1

ボールタック ボールNo. 27
ポリエチレンフィルム
ポリエステルメッシュ
ホットメルト系粘着剤

特殊アルミ箔（0.05mm）

アクリル系粘着剤
（0.03mm）

一般特性 単　位 測 定 値

重ね合せ粘着力 N/20mm 34.1
絶縁破壊電圧 kV/mm 30

体積固有抵抗 Ω・cm 2.4×1016

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています

用途  ●高圧電力ケーブルの端末処理及び接続部の絶縁　●高圧絶縁カバー
取り付け部の水密絶縁処理　●高圧電力ケーブルの絶縁体損傷部の処理

素材  ポリエチレンフィルム

構造

 標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 中箱 1箱入数 色
0.50 20 10 10巻 100巻 黒

H-520
粘着性ポリエチレンテープ

ポリエチレンフィルム
ブチルゴム系粘着剤 
（自己融着性非加硫）



ビニールハウス補修用テープ
手で容易にカットでき、解きほぐしも軽く作業性が良好です

用途  ●ビニールハウスの補修用テープ

素材  ポリエチレンクロス

構造

 標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（ピロー包装） 1箱入数 色
0.15 80 20 1巻 30巻 透明
0.15 80 10 1巻 30巻 透明

No.818ハイパー
一般特性 単　位 測 定 値

粘 着 力 N/10mm 4.6

ボールタック ボールNo. 29ポリエチレンクロス
ポリエチレンラミネート

ポリエチレンラミネート
アクリル系粘着剤

用途  ●クラフト工作やデコレーション　●ちょっとした梱包など

素材  ポリエチレンラミネート布

構造

 標準サイズ・入数・色 
厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（シュリンク包装） 1箱入数 色

ー 50 5 1巻 60巻（アソート可） 上記参照
ー 50 3 1巻 60巻（アソート可） 上記参照

布テープのコンパクトタイプガムテ
【色の種類】
■5m／白・黒・赤・青・黄・緑・銀・オリー ブ・オレンジ・
グレープ・ソーダ・ピーチ・トラ柄・金・迷彩・蛍光イエロー・
蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光グリーン

ポリエチレンラミネート
布
天然ゴム系粘着剤

 標準サイズ・入数・色
厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（シュリンク包装） 1箱入数 色

ー 50 5 ー 60巻（アソート可） 上記参照

用途  ●クラフト工作やデコレーション　●目印やラベル用として

素材  ポリエチレンラミネート布

構造

養生テープのコンパクトタイプリピールテープ
【色の種類】
白・黒・赤・黄・青・緑・銀
・オレンジ・ナチュラル・ピンク・ゴールド

※60巻単位であれば、
　ガムテ・リピールテープ混載可能です。
※バラ出荷は別途手数料にて対応させて頂きます。

ポリエチレンラミネート

ポリエチレンラミネート
合織布

アクリル系粘着剤

用途  ●クラフト工作やデコレーション　●目印やラベル用として

素材  ポレエチレンラミネート布

構造

リピールテープのミニタイプ　ご家庭で大活躍リピールテープmini

【色の種類】
ピンク・ナチュラル・イエロー・スカイブ ル ー・グリーンポリエチレンラミネート

ポリエチレンラミネート
合織布

アクリル系粘着剤

 標準サイズ・入数・色 
厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（m） 個装（ヘッダー付き） 中箱 大箱 色

ー 15 5 1巻 10 40 上記参照
ー 25 5 1巻 10 40 上記参照



印刷テープやカラーテープで
バッグ・お財布・ボトルケースも！

　『ガムテープでつくるバッグの本』（池田書店）の
著者・中島麻美さんにガムテ(布粘着テープ)バッグ
の制作を学び、現在「troのガムテープ研究室」とい
うHPで色々なガム(布粘着)テープの製品を発表し
ているのがtroさんです。古藤工業のMonfブランド
の布粘着テープを使用したオリジナルバッグも数多
く発表されており、「これが本当にテープ!?」と驚くほ

どの仕上がりです。
　デザイン性、丈夫さ、耐水性にも優れ、何よりも嬉
しいのは気軽にガンガン使えるところです。海や山な
どのアウトドアにも最適、汚れても水でさっと洗い流
せば即きれいに！編み込みバッグは多少のテクニッ
クを必要としますが、貼り合わせるだけなら、お子様
にも簡単に作ることができます。
　また、菓子箱や小さめの段ボール箱にデザインテ
ープを貼れば、かわいい小物入れやオリジナルのゴ
ミ箱に変身します。 

布粘着テープ編み込みバッグ

■本カタログに記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。　■記載内容は改良などの理由で予告なく変更することがあります。
■商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。　■物性の値はJIS Z0237:2000に準拠しております。

構造

展示会、イベントなどに最適。様々なデザインに対応

用途  ●各種PR、イベントなど

素材  ポリエチレンラミネート布

印刷テープ
粘着テープ

※お客様のご要望に応じたオリジナルテー
プを作成いたします。企業・店舗・イベント
など、多種多様なオーダーに対応。
お気軽にご相談下さい。

ポリエチレンラミネート
布
天然ゴム系粘着剤

構造

現場や状況、企業PRに合わせて、様々なデザインに対応

用途  ●各種PR、イベントなど

素材  ポリエチレンクロス

印刷テープ
養生・マスキングテープ

※お客様のご要望に応じたオリジナルテー
プを作成いたします。企業・店舗・イベント
など、多種多様なオーダーに対応。
お気軽にご相談下さい。

ポリエチレンラミネート
ポリエチレンクロス
アクリル系粘着剤
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