
コーキングガンG510

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： コーキングガンG510
商品コード 容量 重さ  

0410015105 510cc 0.5kg  

※付属品：プラスチックノズル　白丸×2　白ツブシ×2
 
 

商品名： G510用 ノズル
商品コード 商品名 サイズ  

0410045106   510用直ノズル 65mm 外径19mm  

0410055106   510用直ノズルツブシ 65mm 外径13mm  

 

510用直ノズル 510用直ノズル ツブシ

 

商品コード 商品名 サイズ  



0410065101   510用曲りノズル 120° 65mm×65mm 外径19mm  

0410075109   510用曲りノズル 90° 65mm×65mm 外径19mm  

 

 510用曲りノズル 120° 510用曲りノズル 90°

 

商品コード 商品名 サイズ  

0410085101   510用曲りノズル 先ボソ120° 65mm×65mm 外径19mm  

0410095109   510用曲りノズル 先ボソ90° 65mm×65mm 外径19mm  

 

510用曲りノズル 先ボソ120° 510用曲りノズル 先ボソ90°

 

商品コード 商品名 サイズ  

0410105108   510用直ノズル 80mm 80mm 外径19mm  

 



 

商品コード 商品名 サイズ  

0410115101   510用直ノズル 100mm 100mm 外径19mm  

 

 

商品コード 商品名 サイズ  

0410125101   510用直ノズル 150mm 150mm 外径19mm  

 

 
 

商品名： G510用 部品
商品コード 商品名  

0410145100   510用 ワン皮パッキン  

 



 

商品コード 商品名  

0410155100   510用 平皮パッキン  

 

 

商品コード 商品名  

0410165100   510用 キャップ  

 

 

製品情報

カタログはこちらからどうぞ。



コーキングガンK700

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： コーキングガンK700
商品コード 容量 重さ  

0410017000 710cc   

※付属品：鉄ノズル（26Φ）×1   プラスチックノズル　白丸×1　白ツブシ×1
注：写真は以前の付属品になっており現在と異なる事を御了承下さい。
 

商品名： K700用部品
商品コード 商品名  

0410227000   K-700用 キャップ  

 



 

商品コード 商品名  

0410237000   K700 W65共用平皮パッキン  

 

 

商品コード 商品名  

0410247000   K700 W65共用ワン皮パッキン  

 



 

製品情報

カタログはこちらからどうぞ。



コーキングガンG830

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： コーキングガンG830
商品コード 容量 重さ  

0410018301 830cc 1kg  

※付属品：プラスチックノズル　白丸×2　白ツブシ×2
注：写真は以前の付属品になっており現在と異なる事を御了承下さい。
 

商品名： G830用ノズル
商品コード 商品名 サイズ  

0410138380 830用直ノズル 80mm 外径26mm  

0410138301 830用直ノズル 160mm 外径26mm  

 

830用直ノズル（80mm） 830用直ノズル（160mm）

 

商品コード 商品名 サイズ  

0410138390 830用曲りノズル 90° 80mm×80mm 外径26mm  

0410138312 830用曲りノズル 120° 80mm×80mm 外径26mm  



 

830用曲りノズル 90° 830用曲りノズル 120°

 

商品名： G830用部品
商品コード 商品名  

0410178300 830用 ワン皮パッキン  

 

 

商品コード 商品名  

0410188300 830用 平皮パッキン  

 



 

商品コード 商品名  

0410198300 830用 キャップ  

 

 

製品情報

カタログはこちらです。



コーキングガンＭガン

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： コーキングガンＭガン
商品コード 容量  

0412740000 590cc  

※付属品：プラスチックノズル　白丸×2　白ツブシ×2

製品情報

カタログはこちらです。



コーキングガンの部品

コーキングガン部品

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品コード 商品名  

0410200000 可動コマ  

 

商品コード 商品名  

0410210000  角シャフト  





コーキングガンW-65

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品コード 商品名 容量 重さ  

0460016574 コーキングガンW-65 740cc   

※付属品：WノズルAB
 

 

商品コード 商品名 サイズ  

0460116580 W65用 直ノズル 80mm  

0460126580 W65用 直ノズルツブシ 80mm  

 
 

商品コード 商品名 サイズ  

0460136512 W65用 曲りノズル 120° 65mm×65mm 外径26mm  

0460126580 W65用 曲りノズル ツブシ 120° 65mm×65mm 外径13mm  

0460156590 W65用 曲りノズル 90° 68mm×81mm 外径26mm  



 

商品コード 商品名 サイズ  

0460166500 W65用 ジョイント   

 

商品コード 商品名 サイズ  

0460196500 W65用 キャップ 平皮パッキン付き  





コーキングガンKS-55

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： コーキングガンKS-55
商品コード 容量 重さ  

0460025553 530cc   

※付属品：小ノズルAB

製品情報

カタログはこちらからどうぞ。



部品

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品コード 商品名 サイズ  

0461155500 ピストンロットセット（ニギリ付）   

 



らくらくガンMB

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： らくらくMB 標準型ネジ式
商品コード 容量 重さ  

2840252000 550ml   

※付属品：プラスチックノズル×5　グリス×1



らくらくガン550B

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： らくらく550B 強力型ネジ式
商品コード 容量 重さ  

2840265500 550ml   

※付属品：プラスチックノズル×5　グリス×1



プラスチックノズル

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載
 

商品名： カンノプラスチックノズル
商品コード サイズ  

0410031000 110mm  

 
商品名： FP曲りノズル

商品コード サイズ  

1180000001   


