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CHEMICAL

※表示の本体価格は税抜価格です。
　お支払時に別途消費税額を申し受けます。

用　途：低価格で手ごろなシーリン
グ剤です。ほとんどのガスケット剤に
シーラントとして散布可能です。又、
ディーゼル及びガソリンに溶解しま
せんのでホース廻りなどのシーリング
としても最適です。
許容温度：−54 〜 176℃

●パーマテックス　ガスケット･シェラック（ブラシ付）

用　途：ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。カットガスケッ
トやスタンプパーツ（押し出し成形品）に使用します。ガソリン、
オイル、グリースに溶解しません。
使用箇所：バルブカバー、
オイルパンに最適です。
許容温度：−54 〜 204℃

●パーマテックス　フォーム･Ａ･ガスケット No.2 シーラント

用　途：フィッティング等のテフロン入りシーリング剤。空気、
オイル、燃料、水などを完全にシールし、シャットアウトします。
凝固しません。
使用箇所：エアコンのフィッティング、テンプレチャーセンディング
ユニットのセンサーフィッティング部、オイルなどの配管、フィッティ
ングなどに。
許容温度：−54 〜 149℃

●パーマテックス　スレッド･シーラント

用　途：ゆっくりと乾燥、硬くならな
いシーラントです。航空機及び自動
車への使用に認可されています。
ガソリン、オイル、グリースに溶解し
ません。
機械切削面やクリアランスが小さい
面及びホース廻りなどのシーリング
にも最適です。ガスケットへの補追
シーリング剤としても使用出来ます。
許容温度：−54 〜 240℃

●パーマテックス　アヴィエーション･フォーム･Ａ･ガスケット（ブラシ付）

用　途：速乾性のメタルカッパー
シーラントは、熱伝導を良くし、ガ
スケットの焼き付きから守ります。ホッ
トスポット等に対しても熱放出が有
効に働きます。ガソリン等に溶解し
ません。
使用箇所：ホットスポット
許容温度：−46 〜 260℃

●パーマテックス　カッパースプレー･Ａ･ガスケット

用　途：速乾性でネバネバと粘り
気が強く、頑固な粘膜状になりま
す。ガスケットに接着剤として最適
です。ガソリン、オイル、クーラント、
グリースに溶解しません。
使用箇所：キャブレター、フューエル
ポンプ、インテークマニフォールド
などに。
許容温度：−54 〜 260℃

●パーマテックス　ハイタック･ガスケット･シーラント（ブラシ付）

品　番  容量（g） 価　格
80015 42（チューブ） ¥550
80016 85（チューブ） ¥750

品　番  容量（㎖） 価　格
80019 118（ブラシ付ボトル） ¥1,050

品　番  容量（㎖） 価　格
80062 118（ブラシ付ボトル） ¥1,000

品　番  容量（g） 価　格
80697 255（エアゾール缶） ¥1,500品　番  容量（g） 価　格

80631 28（チューブ） ¥750

品　番  容量（㎖） 価　格
20539 59（ブラシ付ボトル） ¥350

用　途：恒久接合部へ使用。
使用箇所：フリーズプラグ、ネジの接合部、マニフォールドガス
ケット、エアーダクト、パイプ接合部など。
特　質：耐ガソリン、速乾性、非分解硬直性シーラント。
耐久性能：350kg/㎠
許容温度：−54 〜 204℃

●パーマテックス　フォーム･A・ガスケット No.1 シーラント

品　番  容量（g） 価　格
80008 85（チューブ） ¥900
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用　途：金属が癒着したり溶着した
りするのを防止します。銅または銅
を含む金属には使用出来ません。
スチールはもちろんステンレス、チタ
ン、ニッケルなどには特に有効です。
使用箇所：タービン廻りのボルトなど。
許容温度：〜 1316℃

●パーマテックス　ニッケル･アンチシーズ･ルブリカント（ブラシ付）

用　途：塗布する事により、常に高温にさらされるネジ類を、錆
付、腐食、溶着から守り、簡単に緩める事ができます。塩害、
湿気などからも守ります。
使用箇所：スパークプラグ、シリンダーヘッドボルト、エキゾースト
マニフォールドボルト、ブレーキキャリパーボルトなど。
許容温度：−51〜871℃

●パーマテックス　アンチシーズ･ルブリカント

通　称：ネジロック（パープル）ソフト
用　途：凝着力は弱く、頻繁に脱着が必要な箇所や調整が必
要な箇所に便利です。
対応サイズ：直径 6 ㎜以下のボルトに使用。
乾燥時間：約 24 時間（完全硬化）
許容温度：−54〜149℃

●パーマテックス　ロー･ストレングス･スレッドロッカー

通　称：ネジロック（ブルー）ミディアム
用　途：再分解 ･ 再組付作業を行う箇所に使用。ロックナット
やロックワッシャーを使用しなくても、振動によるゆるみを防止で
きます。
対応サイズ：直径 6 ㎜から20 ㎜位までのボルトに使用。
乾燥時間：約 24 時間
　　　  （完全硬化）
許容温度：−54〜149℃

●パーマテックス　ミディアム･ストレングス･スレッドロッカー

通　称：ネジロック（レッド）ハード
用　途：非分解 ･ 再組付の必要ない箇所に使用。
対応サイズ：直径 10 ㎜から25 ㎜位までのボルトに使用。
乾燥時間：約 20 分で凝固し、完全に乾燥 ･ 固まるまで 24 時間
必要です。
許容温度：−54〜149℃

●パーマテックス　ハイ･ストレングス･スレッドロッカー

用　途：フォームがゴム質のバリ
アーを築き、溶体の漏れを止めま
す。部品を外す事なく噴き付けるだ
けです。又、緊急時の応急処置
にも使用出来ます。
使用箇所：エンジンやトランスミッショ
ンの配管からの漏れ、クーリング
システムからの漏れ、各配管から
の漏れ。又、木材やプラスチック、
ガラスにも使用出来ます。

用　途：半合成グリースの中に高
品質のマイクロ微粒子銅粉を練り
合わせる事で高温、多湿の悪条件
下でも錆、腐食及びカジリからネジ
類を守ります。又、良好な導電率
UP 効果もあります。
米国軍用基準（MIL 規格）＃907E
適合品
使用箇所：アルミヘッドへのスパークプ
ラグ、EX マニボルト、エンジンボルト、
O2 センサー、ノックセンサーなど。
許容温度：−34 〜 982℃

●パーマテックス　フォーム･ア･シール･リークリペア

●パーマテックス　カッパー・アンチシーズ・ルブリカント（ブラシ付）

用　途：速乾性、防水性で乾燥
後も柔軟性を保ちます。絶縁テー
プやシュリンクチューブに比べ接続
方法や場所を選ばず完全にシール
する事が出来ます。UVプロテクト
乾燥時間：約 4 時間（完全）
許容温度：−46 〜 135℃
使用方法：2 度の重ね塗りで、4 分
間おいてから次の工程を行って下
さい。

●パーマテックス　リキッド･エレクトリカル・テープ（ブラシ付）

品　番  容量（㎖） 価　格
24024 6（チューブ） ¥1,300

品　番  容量（㎖） 価　格
24200   6（チューブ） ¥900
24250 50（ボ  ト ル） ¥6,700

品　番  容量（㎖） 価　格
27100   6（チューブ） ¥900
27150 50（ボ  ト ル） ¥6,700

品　番 容量（g） 価　格
81343 28（チューブ） ¥600

品　番  容量（g） 価　格
77124 226（ブラシ付ボトル） ¥4,300

品　番  容量（g） 価　格
82099 255（エアゾール缶） ¥1,800

品　番  容量（g） 価　格
09128 226（ブラシ付ボトル） ¥2,300

品　番  容量（㎖） 価　格
85120 118（ブラシ付ボトル） ¥1,400




