
種別 ﾒｰｶｰ名 品　　　　名 規格

ﾔﾖｲ OK糊ﾌﾟﾗｽ 18㎏

ﾔﾖｲ ﾙｰｱﾏｲﾙﾄﾞ 18㎏

ﾔﾖｲ ﾋﾟｭｱﾗ 18㎏

ｸﾛｽ糊（ﾐｯｸｽ糊） ﾄｷﾜ ﾄｷﾜ　ｴｺﾀｯｸ100                       6㎏×3袋

ﾔﾖｲ ﾌﾟﾗｿﾞｰｰﾙSS 1㎏

ﾔﾖｲ ﾌﾟﾗｿﾞｰｰﾙSS 3.5㎏

吸水下地用 ﾆｯﾄｰ NSﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 3.5㎏

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾎﾜｲﾄ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ｱｲﾎﾞﾘｰ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾍﾞｰｼﾞｭ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾆｭｰﾍﾞｰｼﾞｭ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ｱﾝﾊﾞｰ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ｸﾞﾚｰ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾌﾞﾗｯｸ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ｸﾘｱ 340g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸA ﾐﾗｸﾙｱｲﾎﾞﾘｰ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸM(つや消し) ﾎﾜｲﾄ 500g

ﾔﾖｲ ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸM(つや消) ﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰ 500g

ﾄｷﾜ ｳｫｰﾙﾎﾞﾝﾄﾞ工業(株) ｽｰﾊﾟｰｼﾞｮｲﾝﾄX ﾎﾜｲﾄ 500g

ﾄｷﾜ ｳｫｰﾙﾎﾞﾝﾄﾞ工業(株) ｽｰﾊﾟｰｼﾞｮｲﾝﾄX ﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰ 500g

強力目地用接着剤 ﾔﾖｲ ﾒｼﾞ・ﾋﾟﾀ　 350ｇ

ﾆｯﾄｰ ｾﾚｸﾄ　  　60 8㎏

ﾆｯﾄｰ ｾﾚｸﾄ　  　90 8㎏

ﾆｯﾄｰ ｾﾚｸﾄ　  　120 8㎏

ﾆｯﾄｰ NSﾊｲｺｰﾄ 60 7㎏

ﾆｯﾄｰ NSﾊｲｺｰﾄ 120 7㎏

ﾆｯﾄｰ ｴｰｽ　　 　60 8㎏

ﾆｯﾄｰ ｴｰｽ　　 　90 8㎏

ﾆｯﾄｰ ﾌｨｰﾙ　　 60 7㎏

ﾆｯﾄｰ ﾌｨｰﾙ　　 90 7㎏

ﾔﾖｲ Newﾋﾞｽﾊﾟｯﾁ 2.5Ｌ

ﾆｯﾄｰ ﾜﾝﾀｲﾑ 4L

下地調整剤（補修用） ﾔﾖｲ 補修ﾊﾟﾃ 500g

定規 広島 広島　木定規　（1200×50×8） 1.2m

下敷ﾃｰﾌﾟ ﾆｯﾄｰ ＡＫ下敷きﾃｰﾌﾟ　　　巾35㎜×100ｍ 100m

ｼﾞｮｲﾝﾄ補強ﾃｰﾌﾟ ﾆｯﾄｰ ｸﾛｽｼﾞｮｲﾝﾄSﾃｰﾌﾟ 糊付　　巾35ｍｍ×100ｍ 100m

ﾆｯﾄｰ ｽﾘﾑﾌｧｲﾊﾞｰ48　　巾48ｍｍ×90ｍ 90m

ﾆｯﾄｰ ﾌｧｲﾊﾞｰﾃｰﾌﾟ　　巾50ｍｍ×90ｍ 90m

ﾆｯﾄｰ ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ35　　巾35ｍｍ×90ｍ 90m

下塗り用ﾊﾟﾃ

上塗り用ﾊﾟﾃ

目地ﾃｰﾌﾟ

（亀裂防止材）

ｸﾛｽ糊

ｺｰｷﾝｸﾞ剤

（ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ）

非吸水性下地の

捨て糊

ｺｰｷﾝｸﾞ剤

（ﾂﾔ消しﾀｲﾌﾟ）

ﾋﾞｽ頭用ﾊﾟﾃ

2020/07/31現在

オーカネ在庫商品リスト



ﾒｰｶｰ名 品　　　　名 規格

極東 ｵﾚﾝｼﾞｶｯﾄﾃｰﾌﾟ 巾45㎜×1000ｍ 1000m

極東 ﾌﾞﾙｰｶｯﾄﾃｰﾌﾟ　巾45㎜×1000ｍ 1000m

ﾆｯﾄｰ ﾉｰ塩ﾋﾞｺｰﾅｰ補強ﾃｰﾌﾟ3列穴（糊付） 50m

広島 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｺｰﾅｰﾃｰﾌﾟ３列穴ﾃｰﾌﾟ付き 50m

ﾔﾖｲ ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNP2000ｴｺﾛﾝ 18㎏

ﾔﾖｲ ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNP2000ｴｺﾛﾝ 3㎏

ﾔﾖｲ ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNP5000ｴｺﾛﾝ 18㎏

田島 ﾀｼﾞﾏ ｾﾒﾝﾄAK-S 18kg(ﾌﾟﾗ容器) 18㎏

ｺﾞﾑ系 東リ ｴｺﾛｲﾔﾙｾﾒﾝﾄ 18㎏

ｳﾚﾀﾝ系 ﾀｲﾙﾒﾝﾄ ｽｰﾊﾟｰｳﾚﾀｯｸ 16㎏

ﾀｲﾙﾒﾝﾄ CP-7L　　ﾋﾟｰﾙｱｯﾌﾟ 16㎏

ﾔﾖｲ ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ速乾ﾏｲﾙﾄﾞ 3㎏

ﾄｰﾖｰﾎﾟﾘﾏｰ ﾙﾋﾞﾛﾝｴｺﾊﾟﾜｰ 3㎏

ヤヨイ ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ瞬間 20g

日東 両面ﾃｰﾌﾟ♯523  　50㎜　　    　　  23-7314 15m

ﾔﾖｲ ﾂﾔ消しｼｰﾑｼｰﾗｰｾｯﾄ 200g

ﾔﾖｲ ﾂﾔ消しｼｰﾑｼｰﾗｰ200ｇ液のみ 200g

ﾔﾖｲ ｼｰﾑｼｰﾗｰ容器のみ(ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰﾉｽﾞﾙﾂｷ)     200g用

ﾔﾖｲ ｼﾘｺﾝ（ｸﾘｱ）ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰｸS 330ml

ﾔﾖｲ ｱｰｽｼｰﾙ 5㎏

ﾔﾖｲ ｱｰｽｼｰﾙ 1㎏

ﾀｲﾙﾒﾝﾄ ﾀｲﾙﾒﾝﾄ ﾘﾌﾛｱｰF 4㎏

ロバーツ ｸﾞﾘｯﾊﾟｴｯｼﾞ　木用 100本

ロバーツ ｸﾞﾘｯﾊﾟｴｯｼﾞ　ｺﾝｸﾘｰﾄ用 100本

ﾆｰﾄﾞﾙﾌｪﾙﾄ　10㎜ 20m

ﾗﾃｯｸｽ 1.5㍑

ORCON ｼｰﾐﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ　K-40 20m

三協アルミ ｺﾞﾑ面木 25R 1.1m

貝印 職専替刃　小                        　 　  63-1141          50枚

貝印 職専替刃　中薄                          　63-1124 50枚

貝印 職専替刃　大                            　  63-1112  50枚

貝印 職専替刃　小　　 　黒刃             　  63-1142 50枚

貝印 職専替刃　中薄　　黒刃　　         　 63-1125    50枚

貝印 職専替刃　大　　　 黒刃                  63-1113 50枚

貝印 職専ｶｯﾀｰ本体　(小)  SP-110　　 　63-1130 1個

貝印 職専ｶｯﾀｰ本体　(中)  MP-310 　　　63-1120 1個

極東 ﾍﾞｽﾄ刃　　50枚×5個 １箱

広島 3Mﾊﾟﾃ研ぎｼｰﾄ＃80(20枚入) 20枚

広島 3Mﾊﾟﾃ研ぎｼｰﾄ＃120(20枚入) 20枚

中政 東山  61-16 (撫でバケ) 1個

ﾍﾞｽﾄ刃

ｷｭｰﾋﾞﾄﾛﾝ ﾊﾟﾃ研ぎｼｰﾄ

ｶｯﾀｰﾅｲﾌ

ｸﾛｽｶｯﾄﾃｰﾌﾟ

ｶｰﾍﾟｯﾄ用ﾌｪﾙﾄ

ｺｰｷﾝｸﾞ剤（床用）

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ、

ｼｰﾄ用接着剤

ｱｸﾘﾙ系

瞬間接着剤

両面ﾃｰﾌﾟ

種別

ｺｰﾅｰ材

ＣＦ/ｶｰﾍﾟｯﾄ用接着剤

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用

巾木用接着剤

ｺﾞﾑ面木

ｶｰﾍﾟｯﾄ用ｼｰﾐﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ

ｶｯﾀｰ替刃

撫でﾊﾞｹ

ｶｰﾍﾟｯﾄ用ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

ｼｰﾑｼｰﾗｰ

床用補修材



種別 ﾒｰｶｰ名 品　　　　名 規格

ｱｼｽﾄ №20-112B-2 ヘの字押えｱﾙﾐ （穴開）35㎜ 4.00m

ｱｼｽﾄ №20-112B-1 ヘの字押えｱﾙﾐ （穴無）35㎜ 4.00m

ｱｼｽﾄ №20-112AGB -2 ヘの字押えｱﾙﾐﾌﾞﾛﾝｽﾞ（穴開）35㎜ 4.00m

ｱｼｽﾄ №20-102B-2 ヘの字押えｽﾃﾝ （穴開）35㎜ 4.00m

ｱｼｽﾄ №11-38S-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　ｱﾙﾐ　（穴開）38㎜ 3.64m

ｱｼｽﾄ №11-38S-1 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　ｱﾙﾐ　（穴無）38㎜ 3.64m

ｱｼｽﾄ №12-38-2 　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　ｽﾃﾝ　（穴開）38㎜ 3.64m

タチカワ V2ｽﾃﾝ(SUS430)工事用ｾｯﾄMg入 1.82m   1.82ｍ

タチカワ V2ｽﾃﾝ(SUS430)工事用ｾｯﾄMg入 2.00m 2.00ｍ

タチカワ V2ｽﾃﾝ(SUS430)工事用ｾｯﾄMg入 2.73m 2.73ｍ

タチカワ V2ｽﾃﾝ(SUS430)工事用ｾｯﾄMg入 3.00m 3.00ｍ

タチカワ V2Sﾌﾞﾗｹｯﾄ                          1個

タチカワ V2Wﾌﾞﾗｹｯﾄ                          1個

タチカワ V2天付Sﾌﾞﾗｹｯﾄ                      1個

タチカワ V2天付Wﾌﾞﾗｹｯﾄ                      1個

タチカワ V2ｷｬｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ                       1個

タチカワ VSﾗﾝﾅｰ ﾎﾜｲﾄ                        1個

タチカワ V2ｿｹｯﾄ 1個

タチカワ ｽﾄｯﾊﾟｰ                             1個

タチカワ V2ｼﾞｮｲﾝﾄL(ｽﾃﾝﾚｽ用)                 1個

タチカワ VSMgﾗﾝﾅｰ(両) ﾎﾜｲﾄ                  1個

タチカワ V2吊金具                           1個

タチカワ V17ｽﾁｰﾙｱﾝﾊﾞｰ工事用ｾｯﾄMg入 1.82m    1.82ｍ

タチカワ V17ｽﾁｰﾙｱﾝﾊﾞｰ工事用ｾｯﾄMg入 2.00m    2.00ｍ

タチカワ V17ｽﾁｰﾙｱﾝﾊﾞｰ工事用ｾｯﾄMg入 2.73m    2.73ｍ

タチカワ V17ｽﾁｰﾙｱﾝﾊﾞｰ工事用ｾｯﾄMg入 3.00m    3.00ｍ

タチカワ V17ｱﾝﾊﾞｰﾜﾝﾀｯﾁSﾌﾞﾗｹｯﾄ                    1個

タチカワ V17ｱﾝﾊﾞｰﾜﾝﾀｯﾁWﾌﾞﾗｹｯﾄ                    1個

タチカワ V17ｱﾝﾊﾞｰﾜﾝﾀｯﾁ天付Sﾌﾞﾗｹｯﾄ                1個

タチカワ V17ｱﾝﾊﾞｰﾜﾝﾀｯﾁ天付Wﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個

タチカワ V17ｱﾝﾊﾞｰｷｬｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ                 1個

タチカワ V17ｼﾞｮｲﾝﾄ(ｽﾁｰﾙ･SUS430) 1個

への字押え

ｶｰﾃﾝ部品

ｶｰﾃﾝ工事用ｾｯﾄ

ｶｰﾃﾝ部品

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

ｶｰﾃﾝ工事用ｾｯﾄ

ｶｰﾍﾟｯﾄﾌｪﾙﾄｸﾞﾘｯﾊﾟｰ

見切り
ｱｼｽﾄ 3.64m№20-801DS ﾅｯﾌﾟﾛｯｸ



種別 ﾒｰｶｰ名 品　　　　名 規格

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ　1.82ｍ 1.82ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ　2.00ｍ 2.00ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ　2.73ｍ 2.73ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾎﾜｲﾄG　1.82ｍ 1.82ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾎﾜｲﾄG　2.00ｍ 2.00ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾎﾜｲﾄG　2.73ｍ 2.73ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG　1.82ｍ 1.82ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG　2.00ｍ 2.00ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG　2.73ｍ 2.73ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾗｲﾄG　1.82ｍ 1.82ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾗｲﾄG　2.00ｍ 2.00ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　ﾗｲﾄG　2.73ｍ 2.73ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　Nｳｫｰﾙﾅｯﾄ　1.82ｍ 1.82ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　Nｳｫｰﾙﾅｯﾄ　2.00ｍ 2.00ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ工事用ｾｯﾄ　Nｳｫｰﾙﾅｯﾄ　2.73ｍ 2.73ｍ

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄSﾌﾞﾗｹｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄSﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄSﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾗｲﾄG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄSﾌﾞﾗｹｯﾄ　ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄWﾌﾞﾗｹｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄWﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄWﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾗｲﾄG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄWﾌﾞﾗｹｯﾄ　ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Sﾌﾞﾗｹｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Sﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Sﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾗｲﾄG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Sﾌﾞﾗｹｯﾄ　ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Wﾌﾞﾗｹｯﾄ　Pﾎﾜｲﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Wﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Wﾌﾞﾗｹｯﾄ　ﾗｲﾄG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄ天付Wﾌﾞﾗｹｯﾄ　ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄﾗﾝﾅｰ（8個連結） 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄMg ﾗﾝﾅｰ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄｷｬｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ　Pﾎﾜｲﾄ 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄｷｬｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ　ﾅﾁｭﾗﾙG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄｷｬｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ　ﾗｲﾄG 1個

ﾄｰｿｰ ｴﾘｰﾄｷｬｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ　ｳｫｰﾙﾅｯﾄ 1個

ｶｰﾃﾝ部品

ｶｰﾃﾝ工事用ｾｯﾄ


