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❶
❷ 支持金具を使用することで 精度の高い設置施工が簡単  にできます。

一般的な目地材設置に比べ短時間で施工できるため、人工を減らせて 経済的です。

❸  一般コンクリート床、ネットペブル、自然石樹脂舗装等に 幅広く使用 が可能です。
❹ キャップ上面を取除くことにより、美しい仕上りとなります。
❺ クラック誘発目地として15cm のコンクリート厚 まで対応 が可能です。

支持金具が付いたお得なセット！
■ カラークラック目地 標準セット

セット内容：カラークラック目地（5本/セット） ＋支持金具（20本/セット）
サイズ（mm）：カラークラック目地：天端W9×H30×長3000　重量（kg）：5.5

支持金具：W30×H250　重量 (kg)：1.5

 品番□□の中に STとご記入ください。
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YouTubeで商品名を検索して下さい

カラークラック目地

ブラック
品番：MT2-CBK5□□

( 定 番 色 )

サンドストーン
品番：MT2-CSD5□□

( 暖色系の外壁に合わせやすい色 )

ライトグレー
品番：MT2-CLG5□□

( コンクリート色に馴染む自然な色)

ブラウン
品番：MT2-CBR5□□

( 重厚感のあるウッド調の色 )

■ カラークラック目地（5本 /セット）単品
価格（税別）：28,000円 

サイズ（mm）天端W9×H30×長3000　重量（kg）：5.5

品番□□の中は未記入で結構です。

■ 支持金具（20本 /セット）単品

品番 : MT2-CCST2
サイズ（mm）：W30×H250　重量 (kg)：1.5

・仕様目安：1.0mピッチで設置　　
　 　・カラークラック目地１セットに対して、支持金具1セット使用します。

価格（税別）：9,000円

価格（税別）：35,000円

COLOR CRACK JOINT

外構工事の定番商品です！



一般的な設置方法 キャップ上面を取除く

サンドストーンライトグレー＆ブラック

※「15cm」はあくまでも経験値です

クラック誘発断面仕上り状況

一般的な設置方法

ジョイント方法

支持金具設置詳細

設置状況 施工後の処理

支持金具を水糸のレベルとライン
に合わせ、砕石面に打ち込みます。
（打ち込み時に支持金具頭部分を
損傷しないようにご注意ください）

支持金具にカラークラック目地を固定
(高さ(EL)を決定)します。注）この時
の高さが左官均し、仕上げ高さの全て
を決定しますので正確に行います。

最終調整を行いながらモルタル
にて支持金具脚部を固定します。
ジョイント部は同時モルタル固定
とします。（右図参照→）

カラークラック目地の端
部をしっかりと突合せ支
持金具を設置します。

支持金具の脚部をモル
タルで固定します。

水 糸 ( F L )

ジョイント部

1.0
mﾋﾟ

ｯﾁ
1.0
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ｯﾁ

モルタル固定

ジョイント部

路盤面へ打ち込む 接合,高さ調整をする 脚部をモルタルで固定する

脚部をモルタルで固定する凸部分に切り込みを入れる 折り曲げ,高さ調整をする

折り曲げ設置の場合（打ち込み設置が出来ない場合）

打ち込み設置の場合

注）コンクリート打設後

　　左写真のように、

　“キャップ上面”を
　　取り除いて完了とな

　　ります。



耐久性UP！ エコマーク取得！
改良型NEWスリットライナー

設置作業に手間がかからず 経済的 です。

今まで描けなかった 曲線デザイン 施工が可能です。 
また、直線デザイン 施工にも対応できます。

人が乗っても挫屈を起こさないので 

天端に乗って面取り作業 が出来ます。

耐久性に優れた素材で出来ているため、
コンクリート硬化後、簡単に抜き取れます。
使用後は掃除をして保管することで 
繰り返し（20回以上）使う ことが出来ます。

❶

❷

❸

❹

・ 「型つむり」の設置部には、特に路盤の転圧をしっかりして下さい。
  ・ ハクリ材（市販の油系）を側面に塗布すれば更に抜き取りやすくなります。

　    ・  施工後は「型つむり」に付着したモルタル分を洗い落とし直線に戻して保管して下さい。
　     ・リサイクル材を使用しているため、ピンホールが出ますが、使用上問題はありません。

施工方法は動画でご紹介！！
You Tubeで商品名を検索してください

商 品 特 徴

高さ 120mm 高さ 100mm

W60

W80 W80
W60 W40

SLIT LINER型 つ むり

幅 品番 サイズ（mm） 重量（kg）
■ 型つむり 高さ100mm

■ 型つむり 高さ120mm

40

60

80

MT2-KT4

MT2-KT6

MT2-KT8

W40×H100× L2000× 6本

W60×H100× L2000× 6本

W80×H100× L2000× 6本

3.0

4.5

6.0

価格(税別)

32,000円

46,000円

52,000円

幅 品番 サイズ（mm） 重量（kg）

60

80

MT2-KT126

MT2-KT12

W60×H120× L2000× 6本

W80×H120× L2000× 6本

5.0

7.0

価格(税別)

50,000円

58,000円

特許取得済
特許第4669794号
環境にやさしい材料を
使用しています。



型枠を傷めず、簡単に
一輪車が通れます

道板にはねじ穴を開けておいて下さい。上記のようにねじを差し込んで固定させます。

型枠ブリッジ

■型枠ブリッジ

※道板の寸法は目安です。こちらを参考にご用意下さい。（幅は 200mm前後）

道 板

52.5 52.5

12
5

120

40

35 ～ 40

600 ～ 1000

※道板は付属されていませんので、ご用意下さい。

ねじ穴(φ8)

200

奥行 200

今まで手間がかかっていた曲線デザイン型枠が手軽に出来ます。

安全キャップ

固定穴

H100mm

W80mm

天端に乗れる

直線設置

階段の押さえ

価格（税別）：12,000円
品番：MT2-KWB　重量(kg)：2.5
サイズ(mm)：W224×H125×L200
材質：鉄(亜鉛メッキ塗装)



コンパクトドレイン

排水をデザインする新しい発想
今までになかったデザイン性の高い排水溝です。

コンパクトなので、省スペースにも施工が可能。

戸建住宅、小型の商用施設に最適なドレインです。

3色のカラーバリエーションがあり、様々なシチュエーションでマッチします。

マーブル

こんなカーポートの排水汚れに !!
カーポートの縦樋とコ
ンパクトドレインをつ
なぎ、直接道路の側溝
に雨水を流すことで、
土間コンの雨だれ汚れ
はつかなくなります。

COMPACT DRAIN



YouTubeで商品名を検索して下さい

単純な構造で設置がシンプルにできます。❸  

❷  3色のカラーバリエーションがあるため、シーンに合った色をチョイス出来ます。

キャップの取り外しが可能。メンテナンスが手軽に出来ます。❹  

❶  デザイン性の高い排水溝です。住宅・小規模商用施設に最適です。

キャップ幅が45mmのコンパクト設計。小スペースにも設置可能。❺  

徴
特
品
商

カラーバリエーション

設置イメージ　※保護テープは最後に剥がして下さい。

加工することで90度に設置することが可能です十字に設置することも可能です ゴミが溜まったらキャップを取り外して掃除して下さい

タ　ン
(色品番：TN) (色品番：MA)

マーブル
(色品番：BK)
ブラック

梱包箱サイズ（mm）品番

30W210×H180×L3300

【内容】コンパクトドレイン（本体）3m×8本、結合パーツ8個、
            エンドアダプター4個                          

MT2-CDST□□

□□の中に色品番を記入して下さい。

・ロットにより色、模様にバラツキがあります。
・経年により色落ちがあります。

□□の中に色品番を記入して下さい。

重量(kg) 価格(税別)

■コンパクトドレイン標準セット（長さ24m分）

■ コンパクトドレイン　単品（3m）

■ 結合パーツ 

　MT2-CDKP品番：
サイズ (mm)：幅37×高さ51×長さ102
重量（kg）：0.03

コンパクトドレインを2つ繋ぎ合わせる場合に必要なパーツです。
■ エンドアダプター

MT2-CDEA品番：

排水管と接続する場合に必要なパーツです。

サイズ (mm)：幅49×高さ78×長さ90
重量（kg）：0.06
結合部分のサイズは呼び径40（外寸48mm、内寸44mm）

5

87

キャップ
45

46

価格（税別）：600円 価格（税別）：3,600円

150,000円

サイズ（mm）品番

3.5天端W45×H87×L3060MT2-CDTP□□
重量(kg) 価格(税別)

19,000円
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