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TREMCO建材グループ紹介

アジア太平洋全域に建物外装ソリューション
を提供する世界有数のサプライヤー。

>>詳細については、www.tremcocpg-asiapacific.comをご覧ください。

なぜTremco CPGなのか？

工期短縮
軽量でスピーディーに硬化し、組立式である製品
群は、より少ない作業中断、迅速なサービスを提
供し、売上損失機会を減少させます。

すべての形態への適用
すべての建築の床材、壁、ファサードと屋根に対
応することができる様々な仕上げ材と色を提供致
します。

より強力で柔軟な構造
当社のシステムは、最大の耐久性を発揮できるよう
に設計されています。また、ほとんどの場合、競合
他社のシステムをはるかに凌駕する長寿命を提供し
ています。

優れた気候抵抗性
水の浸透を防止する地面、地下のソリューションと
して、建物を最大限保護することを目的として設計
された製品です。

コスト効率性
あらゆる予算に適した、幅広いオプションを提供し
ています。これは未来を考えて、建物をよりコスト 
- 効率的所有、運用、保守できるようにします。

より良い断熱効果
より効率的な建築と運営のためのソリューションを
提供し、厳格な断熱規制を満たす業界最高のブラ
ンドです。

統合された連絡窓口
各製品は、互換性テストを行い、一元化された連絡
窓口を介して、品質を保証致します。

最高の持続可能性
当社の製品は、エコ建物基準を満たしている建物の
効率を高め、周囲の環境を考慮した総合的建築ソリ
ューションです。

建設プロジェクトを成功させるためには、製品だけ
でなく、多くの技術、知識、理解、及び専門知識が
必要です。私たちには、これらの製品をより最適な
方法で使用するための技術と専門知識があります。

Tremco Construction Products Group（CPG）は、
革新的なアプローチ、持続可能なソリューションに
よって未来を形作るために取り組んでいます。

この取組と決意は、アジア太平洋地域の非常に専門
的な分野において数十年にわたって培われた経験を
通じ、Tremcoの世界の一流の技術と顧客中心のア
プローチで、サービスを提供してきたことによって
裏付けされています。

ジョイントシール、ファサード接合と断熱から耐火
性、高性能樹脂フローリング、防水や屋根仕上げソ
リューションに至るまで、当社の幅広い製品群は、
今日のすべての建築家、開発者、および消費者が直
面する複雑な問題を解決するための理想的なパート
ナーです。

製品に関する専門知識を備えたTremco CPGは、建
築と維持管理において、より効率的な構造設計をサ
ポートし、ご希望に沿ったソリューションを提供致
します。

当社のブランドには、Tremco, Dryvit, NewBrick, 
Nudura, Willseal, Flowcrete, illbruck, Nullifire, 
Vandex, and Euclid Chemical が含まれます。



Tremcoは1928年からグローバル建設市場のための耐候性グレージングソリュ
ーション分野を開拓してきました。

各グレージングシーラント、ガスケット、テープ、スペーサ、セッティングブロックと窓枠のインタ
ーフェイスは、互いに完全な互換性があり、単一のシステムとして動作します。テストを経て完全に
一体化されています。このアプローチは、お客様に安心して使用頂けるように、全体グレージングシ
ステムの接着性、耐候性と耐久性を保証致します。

統合されたグレージング ソリューション
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Tremco SG200 / Proglaze II
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製品選択

Tremco CPGは、安全で漏えいがない建物を構築するために、 
構造用シーラントとグレージングを正しく選択することが何よ
りも重要だと考えます。

今日の建築プロジェクトにはさまざまな変数があるのでが正しいアプローチを見つ
けることが大切です。

シーラントで十分な特定の作業現場があります。または窓やカーテンウォールに極端
な動きが発生することがあり、高強度の接続が必要な場合もあります。Tremcoは、
標準化されたデザインから高度に専門化されたデザインまで、ほぼすべてのデザイン
に対応できる様々なソリューションを提供致します。



Tremco SG200 / Proglaze II
2液型シリコーンシーラント
単一ガラスまたはIGユニットをフレームに結合するために
特別に設計された高性能、UV抵抗性シリコーンシーラント
です。建物のフレームが風圧抵抗することができ ようにし
ます。ETAG002要件を満たしています。

Tremco SG300
高機能性シリコーンシーラント
構造用に適した多目的一液型シリコーンシーリング材
です。Tremco SG300はASTM C-920 Type S Grade NS 
Class25の要件を満たしています。

Spectrem 2
1液型中性硬化型シーラント
動きの許容値が±50％であるプレミアム中間モジュラス中性硬
化シリコーンシーラントです。ウェザーシール、ムーブメント
ジョイントシールと両面構造ガラスのような、様々なヘビーデ
ューティ施工に適しています。

Proglaze SSG
1液型中性硬化型シリコーンシーラント
構造用ガラスカーテンウィルやアルミニウム被覆のような高い
ジョイントの動きが予想される構造のための一液型シーラント
です。±50％の動き許容値で拡張ジョイントと外部周辺部ジョ
イントにも使用可能です。

構造用グレージング と耐候性カーテンウォール、ファサード、ジョイント用
シリコーンシーラント。
Tremcoのグレージングシステムの各製品は、互換性がある接着性と耐候性、耐久性を確保します。また、
窓枠からカーテンウォールまで総合的なソリューションを提供致します。

ウェザーシール ＆ 構造用
シーラント



Tremco SG555
プレミアム非汚染性ウェザーシールシーラント
構造用ガラスカーテンウィルやアルミニウム被覆のような高い
ジョイントの動きが予想される構造のための一液型シーラント
です。±50％の動き許容値で拡張ジョイントと外部周辺部ジョ
イントにも使用可能です。

Tremco SG556
汎用ウェザーシールシーラント
ほとんどの多孔性及び非多孔質基板に優れた接着性を備え
た1液型中性硬化型中間モジュラスシリコーンシーラント
です。物理的な損傷に対する抵抗性に優れ、耐候性、±30％
の動き許容値を備えています。

Tremco SG557
非汚染性ウェザーシールシーラント
多孔性及び非多孔質建築材料の最も一般的に使用できる一
液型シリコーンです。接着力、物理的損傷に対する抵抗性
が優れており、動き許容値が±25％です。

Tremco SG558
汎用ウェザーシールシーラント
±50％の引張強度を持つ一液型中性硬化型シリコンです。カーテ
ンウォール、ファサード、周辺および拡張ジョイントのように、
高レベルの動きが予想される分野に使用可能です。



Tremco JS680
ブチル内部用シーラント
防湿能力がある二重密閉IGユニットのための1次シーラン
トです。Tremcoの2次シーラントと完全に互換性があり、
ガラス、アルミニウム、プラスチック、亜鉛メッキされた
金属スペーサーバーに対しての接着力が優れています。

Tremco JS442 / JS443
ポリウレタンシーラント
高性能、2液、無水銀、ポリウレタン2次シーラント（パー
トB液体または高粘度ペースト）です。溶剤フリー製品であ
り、チキソトロピーがあります。ガラス、アルミと亜鉛メッ
キされた金属に使用可能です。

Tremco JS562
2液型シリコーンシーラント
この2液シリコーンは、複層ガラス（IG）ユニット製作
のために開発されました。構造用シリコーングレージ
ング（SSG）と優れたUV抵抗を必要とする分野に使用
可能です。

Tremco SG635
構造用グレージングテープ
マイクロセル構造のオープン高密度PVCフォームテ
ープです。Tremco SG635は構造用グレージングシ
ステムのためのスペーサーとして使用するために特
別に開発されました。

IGユニットと構造用グレージングシステムを補助するために開
発されたシーラントとグレージングテープ。

二重ガラス接合

>>詳細については、www.tremcocpg-asiapacific.comをご覧ください。



illbruck TP600
Compriband 600 / illmod 600
TP600はアクリルベースのUV安定化樹脂が浸潤されたソ
フトでしなやかなオープンセルポリウレタンフォームテー
プです。撥水性があり、難燃剤を含有しています。

illbruck ME500
柔軟で優れた窓枠用メンブレン
 ME500-Eは、不織布とポリエチレンコポリマーフィルムで構
成されており、通気性があり、柔軟です。建物のフレームと
壁に使用することができ、アクリル接着剤とブチル粘着テー
プで構成されています。

illbruck ME501
インテリジェントウィンドウ ＆ カーテンウォールメンブレン
不織布とポリエチレンコポリマーフィルムで構成され、膜です。通気性が
良く、高強度であり、柔軟な製品で窓枠のインストール前後の両方に使用
可能です。窓枠に固定するためのガスケットと一緒に使用可能です。

illbruck ME220
EPDM メンブレン
ME220 EPDMメンブレンは、窓枠やファサードと隣接構造
物との間のジョイントを密封したり、内部の機密障壁とし
て使用されます。

illbruck ME210
ブチルメンブレン
建物の内部と外皮との間のジョイントを密封するための低透過性
メンブレンです。蒸気透過率が低く、柔軟で物理的な損傷に対す
る抵抗性が高いです。

ILLBRUCKウェザーシーリン
グソリューション



illbruck SP350
Fix & Seal 高接着性
瞬間接着性、高強度、ハイブリッド構造用接着剤として金
属、コンクリート、石、タイル、セラミック、木材、鏡のよ
うな一般的な建築材料を接着するのに最適です。また耐熱性
や耐水性にがあります。

illbruck SP050
Fix & Seal 一般色
様々な建設や産業応用分野で使用できる、柔軟で高強度の接着
剤です。スカートボード、バッテン、スラット、敷居、音響パ
ネル（他の類似の材料）などの接着に使用可能です。

illbruck SP030
Fix & Seal クリスタル(透明)
SP030はillbruckのSPポリマーを基にする急速硬化型シーラ
ント接着剤です。柔軟かつ透明な接着剤で迅速に硬化して
施工時間を最小限に抑えます。

illbruck SP523
ハイブリッドファサードシーラント
SP523は構造用シールに推奨する製品です。ファサード、
レーンスクリーン、カーテンウォールのジョイントや窓
枠、ドア、その他の多くの動きが予想されるジョイントに
使用可能です。

窓枠＆ファサードシステムのシール、接着、および耐候性のための認証
されたソリューションです。
illbruckの持続可能なソリューションはエネルギー消費を削減し、健康的な生活環境に貢献します。 
製品の性能、耐久性、安全性、および低排出規制の適合性を独立試験機関で定期的に確認しています。

補助用マスチック&接着剤



illbruck CT113
EPDMメンブレン接着剤
CT113はファサードの施工分野でME220 EPDMメンブレンを
接着するために開発された粘性のある液体接着剤です。CT113
は木材、金属、レンガやその他の建築材料に使用可能です。

illbruck OT015
高粘着性メンブレン接着剤
OT015はME220 Elastomeric EPDM Membraneをアルミニウ
ム、金属、亜鉛メッキ金属、木材、PVC-U、およびその他の
非多孔質の一般的な建築資材に接着するために使用されます。

illbruck FM330
Pro Foam エアシール
一液型の急速水分硬化型膨張ポリウレタンフォームです。 
ガンで施工し弾力性、機密性、および防音性に優れています。 
1000paまでの気密性と動き許容値が50％です。

illbruck PU700
多目的建設用接着剤/パネル用接着剤
PU700は、ガンまたはストローで施工することができる急速
硬化型ウレタンフォーム接着剤です。様々な分野で利用可能
な、革新的な高強度なソリューションであり、機械的な固定
が必要な部分やモルタルの代替として使用可能です。



www.tremcocpg-asiapacific.com

Tremco CPG（建設製品グループ）は、Tremco CPG傘下の
Flowcrete、illbruck、Nullifire、Vandex、Euclid Chemicalだけで
なく、系列会社であるDryvit、NewBrick、Nudura、Willsealブラ
ンドを代表します。

私たちの統合された製品とサービスは、お客様の建築・維持管
理をより効率的に開発、設計、復元することができるようにサ
ポートします。また、基本的な躯体に影響を与えることなく目
的の外観を提供することができるように支援致します。APAC

022521


