
2021年12月1日

FAX　御注文票　　　
　　御注文日　　　 年　　 月　 　日        FAX： ０３－３８４４－７７１５

     　 TEL：   ０３－３８４４－４４１１

　メールアドレス　： ver.2

　会社名　：

　お名前　：

　送り先ご住所　：

　ご連絡先電話番号　：

※メールアドレス、ご連絡先をご記入下さい。（ご記入漏れがありますと商品の発送が出来ません。）

　　　　　　　　　備　　　　　　考

１回の御注文合計金額が￥２２，０００以下の場合は、

１０%税込価格 注文数量 送料、代引き手数料として、￥１，５００申し受けます。

【ｾﾗﾐｯｸﾅｲﾌ】 バリ取り工具
　ﾜｰｸﾌｨﾆｯｼｬｰ620 ¥3,190 ケ ガラス、フィラー入り樹脂専用バリ取り工具。

　ﾜｰｸﾌｨﾆｯｼｬｰ1540 ¥3,190 ケ ガラス、フィラー入り樹脂専用バリ取り工具。

【ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｴﾗｽﾄﾏｰ】
　ｼﾞｪﾘｰｷｬｽﾄ-200 ¥1,320 ケ スチレン系超軟質エラストマー　耳たぶの硬さ

　ｼﾞｪﾘｰｷｬｽﾄ-500 ¥3,080 ケ スチレン系超軟質エラストマー　耳たぶの硬さ

【容器】
　ポリビン （１0ｇｽﾃﾝﾚｽ球入) ¥231 ケ オリジナルカラー製作用

【計量プレート】
　２Ｄプレート　（ヘラ２本付き） ¥297 ケ ＧＭ－８３００の計量、少量の撹拌に最適です。

【ﾃﾌﾛﾝ系離型剤】
　ＮＯ．１０－２０g入 ¥1,177 ケ フッ素離型剤

　ＮＯ．１０－１５０g入 ¥5,984 ケ フッ素離型剤

　ＮＯ．１０１－２０g入 ¥1,694 ケ ブラックライト反応フッ素系離型剤

　ＮＯ．１０１－１５０g入 ¥9,009 ケ ブラックライト反応フッ素系離型剤

【ｼﾘｺｰﾝ】　簡易型付加タイプ
　ブルーミックスⅡ ５０ｇセット ¥682 セット 標準急速反転型用付加タイプシリコーン

　ブルーミックスⅡ　２００ｇセット ¥2,178 セット 標準急速反転型用付加タイプシリコーン

　ブルーミックス　クイック　５０ｇセット ¥594 セット 超急速硬化付加タイプシリコーン

　ブルーミックス　クイック　２００ｇセット ¥2,010 セット 超急速硬化付加タイプシリコーン

　ブルーミックスソフト　１００ｇセット ¥2,310 セット ソフト標準硬化シリコーン（不透明色）

【ｼﾘｺｰﾝ】　付加タイプ
　GM-7000-120 セット 高強度、透明注型用用付加タイプシリコーン

　GM-7000-550 セット 高強度、透明注型用用付加タイプシリコーン

　GM-7000-1000 セット 高強度、透明注型用用付加タイプシリコーン

【薄肉・注型用エポキシ樹脂】
　GM-9002-125 ¥3,135 セット 超低粘度、透明・薄肉注型用

　GM-9002-400 ¥5,159 セット 超低粘度、透明・薄肉注型用

　GM-9002-1000 ¥12,727 セット 超低粘度、透明・薄肉注型用

　GM-9002-5000 セット 超低粘度、透明・薄肉注型用

【厚肉・注型用エポキシ樹脂】
　GM-9050-125 ¥3,267 セット 超々低粘度、高透明・厚肉注型用

　GM-9050-310 ¥5,478 セット 超々低粘度、高透明・厚肉注型用

　GM-9050-1000 ¥13,475 セット 超々低粘度、高透明・厚肉注型用

　GM-9050-5000 ¥65,725 セット 超々低粘度、高透明・厚肉注型用

【積層用エポキシ樹脂】
　GM-6600-120 ¥2,442 セット 高機能ＦＲＰガラスクロス用

　GM-6600-400 ¥4,939 セット 高機能ＦＲＰガラスクロス用

　GM-6600-800 ¥9,460 セット 高機能ＦＲＰガラスクロス用

　GM-6600-5000 ¥56,925 セット 高機能ＦＲＰガラスクロス用

       有限会社アルテクノ

  ご連絡先ＦＡＸ番号　：



【積層用エポキシ樹脂】
　GM-6800-120 ¥3,058 セット 高剛性、ＦＲＰカーボンクロス用

　GM-6800-400 ¥5,544 セット 高剛性、ＦＲＰカーボンクロス用

　GM-6800-800 ¥10,857 セット 高剛性、ＦＲＰカーボンクロス用

　GM-6800-5000 ¥65,780 セット 高剛性、ＦＲＰカーボンクロス用

【表面コート用エポキシ樹脂】
　GM-1508-105 ¥2,673 セット 表面コーティング、ＦＲＰ、木材、コンクリート補修用

　GM-1508-350 ¥5,005 セット 表面コーティング、ＦＲＰ、木材、コンクリート補修用

　GM-1508-1000 ¥14,025 セット 表面コーティング、ＦＲＰ、木材、コンクリート補修用

　GM-1508-5000 ¥66,550 セット 表面コーティング、ＦＲＰ、木材、コンクリート補修用

【ｴﾎﾟｷｼ用着色剤】　10g
　R-10 ｸﾘｱｰﾌﾞﾙｰ ¥1,056 ケ クリアー色

　R-11 ｸﾘｱｰレッド ¥1,056 ケ クリアー色

　R-13 ｸﾘｱｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ ¥1,056 ケ クリアー色

　R-14 ｸﾘｱｰｲｴﾛｰ ¥1,056 ケ クリアー色

　R-15 ｸﾘｱｰﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ¥1,056 ケ クリアー色

　R-17 ｸﾘｱｰﾌﾞﾗｯｸ ¥1,056 ケ クリアー色

　R-21 ｸﾘｱｰSﾚｯﾄﾞ ¥1,309 ケ クリアー色

　R-24 ｸﾘｱｰSｲｴﾛｰ ¥1,309 ケ クリアー色

　R-80 ｸﾘｱｰﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ ¥1,309 ケ クリアー色

　R-50 ﾎﾜｲﾄ ¥1,056 ケ クリアー色

　R-51 ﾚｯﾄﾞ ¥1,056 ケ クリアー色

  R-53 ｸﾞﾘｰﾝ ¥1,056 ケ クリアー色

  R-54 ｲｴﾛｰ ¥1,056 ケ 不透明色

　R-55 ﾌﾞﾙｰ ¥1,056 ケ 不透明色

　R-56 ﾋﾟｭｱｰﾌﾞﾙｰ ¥1,056 ケ 不透明色

　R-57 ﾌﾞﾗｯｸ ¥1,056 ケ 不透明色

　R-58 ﾌﾞﾗｳﾝ ¥1,056 ケ 不透明色

　R-Z1 乳白 ( 6g ) ¥1,309 ケ 不透明色

　R-ZE ﾌﾗﾋﾞﾝｲｴﾛｰ ¥1,309 ケ ブラックライト反応

　R-ZV ｱｸｱﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ¥1,309 ケ ブラックライト反応

【ＦＲＰ用芯材】　（サイズ：1350x1000mm）
　スーパーポリクロス　ＴＡ－２５００Ｈ ¥1,034 枚 ポリエステル樹脂のクロス（ガラスクロスの代替え）

　スーパーポリクロス　ＴＡ－２５００Ｈ－Ｒ ロール ポリエステル樹脂のクロス （１３５０ｍｍ×１０ｍ　）

【耐熱肉盛・補修剤】
　GM-8300-44g ｱﾙﾐ･ｺﾝｸﾘｰﾄ ¥2,948 セット 耐熱肉盛補修剤（－３０～２４０℃）

　GM-8300-250gｱﾙﾐ・ｺﾝｸﾘｰﾄ ¥10,659 セット 耐熱肉盛補修剤（－３０～２４０℃）

　GM-8300-800g ｱﾙﾐ・ｺﾝｸﾘｰﾄ ¥27,093 セット 耐熱肉盛補修剤（－３０～２４０℃）

【軽量肉盛・補修剤】
　ＧＭ－２１００－２８ｇ　　 ¥4,928 セット ２８ｇセット

　ＧＭ－２１００－７０ｇ ¥11,715 セット ７０ｇセット

【耐衝撃構造接着剤】ｱﾙﾐ、鉄金属用
　GM-5520-８８g ¥7,854 セット 耐寒・耐衝撃構造接着剤　（－４０～１２０℃）

　GM-5520-150g セット 耐寒・耐衝撃構造接着剤　（－４０～１２０℃）

　GM-5520-１ｋｇ ¥52,470 セット 耐寒・耐衝撃構造接着剤　（－４０～１２０℃）

【真空ポンプ】
　G-5DA(特型)ｻｰﾏﾙ吸気管φ８付 式 真空ポンプ（５Ｌ／分）シリコーン、エポキシ用

　G-10DA（標準)ｻｰﾏﾙ吸気管φ8付 式 真空ポンプ（１０Ｌ／分）シリコーン、エポキシ用

【ﾃﾞｼｹｰﾀｰ】
　RD240-V2A    (2ﾊﾞﾙﾌﾞ､ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎｰｽ付) ¥22,880 式 シリコーン、エポキシ用デシケーター

【電子計量計】　０．１～５００ｇ　
　ＤＳ－００８　 ¥3,436 ケ コンパクト電子ばかり　（０．１～５００ｇｍ）

【ガイドブック】
　エポキシ注型用ガイドブック ¥770 冊 　エポキシ注型用ガイドブック

【黒・ゲルコート】ｴﾎﾟｷｼ凹型製作用 特注品扱い

　ＧＭ－１８４０－５０ ¥3,102 セット 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　ＧＭ－１８４０－５００ ¥9,746 セット 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

【ｴﾎﾟｷｼ用着色剤】　１００ｇ
　R-10 ｸﾘｱｰﾌﾞﾙｰ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-11 ｸﾘｱｰレッド　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。



　R-13 ｸﾘｱｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-14 ｸﾘｱｰｲｴﾛｰ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-15 ｸﾘｱｰﾊﾞｲｵﾚｯﾄ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-17 ｸﾘｱｰﾌﾞﾗｯｸ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-21 ｸﾘｱｰSﾚｯﾄﾞ　（１００ｇ） ¥6,512 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-24 ｸﾘｱｰSｲｴﾛｰ　（１００ｇ） ¥6,512 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-80 ｸﾘｱｰﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ 　（１００ｇ） ¥6,512 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-50 ﾎﾜｲﾄ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-51 ﾚｯﾄﾞ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-53 ｸﾞﾘｰﾝ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-54 ｲｴﾛｰ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-55 ﾌﾞﾙｰ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-56 ﾋﾟｭｱｰﾌﾞﾙｰ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-57 ﾌﾞﾗｯｸ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-58 ﾌﾞﾗｳﾝ　（１００ｇ） ¥5,588 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

　R-Z1 乳白 （光拡散剤）　（１００ｇ） ¥6,512 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

R-ZE ﾌﾗﾋﾞﾝｲｴﾛｰ（１００ｇ）ブラックライト反応 ¥6,512 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

R-ZV ｱｸｱﾊﾞｲｵﾚｯﾄ（１００ｇ）ブラックライト反応 ¥6,512 ケ 受注後５ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

【補修剤】
  GM-8400-250g (液状) ｱﾙﾐ用接着補修剤　 セット お問い合わせ下さい。

  GM-8400-800g (液状) ｱﾙﾐ用接着補修剤　 セット お問い合わせ下さい。

  GM-8500-44g (パテ状)     ステンレス用   セット お問い合わせ下さい。

  GM-8500-250g (パテ状)   ステンレス用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8500-800g (パテ状)   ステンレス用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8550-250g (液状)     ステンレス用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8550-800g (液状)     ステンレス用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8600-44g (パテ状)    真ちゅう用    セット お問い合わせ下さい。

  GM-8600-250g (パテ状)   真ちゅう用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8600-800g (パテ状)   真ちゅう用   セット お問い合わせ下さい。

  GM-8630-250g (液状)     真ちゅう用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8630-800g (液状)     真ちゅう用   セット お問い合わせ下さい。

  GM-8650-44g (パテ状)    ブロンズ用   セット お問い合わせ下さい。

  GM-8650-250g (パテ状)   ブロンズ用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8650-800g (パテ状)   ブロンズ用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8680-250g (液状)　   ブロンズ用   セット お問い合わせ下さい。

  GM-8680- 800g (液状)　  ブロンズ用  セット お問い合わせ下さい。

  GM-8700-44g (パテ状)     銅用         セット お問い合わせ下さい。

  GM-8700-250g (パテ状)    銅用       セット お問い合わせ下さい。

  GM-8700-800g (パテ状)    銅用        セット お問い合わせ下さい。

  GM-8750-250g (液状)    　銅用        セット お問い合わせ下さい。

  GM-8750-800g (液状)　    銅用        セット お問い合わせ下さい。

【特殊注型用】
　GM-9005-200　（仮容量にて販売）　  　 セット お問い合わせ下さい。

　GM-9005-1000　（仮容量にて販売）　 セット お問い合わせ下さい。

　GM-9060-1000　（仮容量にて販売）   セット お問い合わせ下さい。

　GM-9060-5000　（仮容量にて販売）    セット お問い合わせ下さい。

　GM-9002－１０ｘ-1000　（１ｋｇ） セット お問い合わせ下さい。

　GM-9002－１０ｘ-5000　（５ｋｇ） セット お問い合わせ下さい。

　GM-9003-125  (低粘度薄肉耐熱用) セット お問い合わせ下さい。

　GM-9003-400　(低粘度薄肉耐熱用) セット お問い合わせ下さい。

　GM-9003-1000　(低粘度薄肉耐熱用) セット お問い合わせ下さい。

　GM-9003-5000　(低粘度薄肉耐熱用) セット お問い合わせ下さい。






