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減水剤 ＡＥ減水剤
標準形 遅延形 促進形 標準形 遅延形 促進形 標準形 遅延形 標準形 遅延形

マイテイAE-03 マイテイ100 マイテイ150Ｒ マイテイ1000Ｓ マイテイ1000ＳＲ マイテイ3000Ｓ マイテイ3000Ｒ
マイテイ150 マイテイ1000Ｚ マイテイ1000ZR マイテイ3000Ｈ
マイテイ150ＲＸ マイテイ3000V
マイテイＨＳ マイテイ3000SR
マイテイ21ＶＳ
マイテイ21ＨＦ
マイテイ21ＬＶ
マイテイ21ＬＶ－Ｓ
マイテイ21ＨＰ
マイテイ3000TH

ダラベアAEA スーパー200 ポーラーセット ダラタートＨＣ WRDA ダラタード NC-3 ス-パー 100pHX ス－パー 100pHR  スーパー20F
ダラベアAEA-FA スーパー120 ＩＦ ポーラーセットＮ-2 P-7 F-1R ポーラーセットＥＸ ス－パー 100pHW ス－パー 100pECR スーパー30F
ダラベアTA スーパー300N F-1 ダラセム　ＭＲ スーパー 100pEC ＡＤＶＡ－ＦＬＯＷ Ｒ ＡＤＶＡ-ＰＬＵＳ
ダラベアＡＥＡ－Ｓ スーパー300M F-1P ダラセム　ＭＲ-F ＡＤＶＡ－ＦＬＯＷ ＡＤＶＡ－SRA 100R
ダラベアＡＥ－140Ｇ スーパー300E ダラセム　Ｍ ＡＤＶＡ－SRA 100
ブロックミックス　Ｓ スーパー300ES ダラセム　ＭーＥ
ブロックミックス　Ｄ スーパー300ＣＦ ダラセム　ＭーＦ
ブロックミックス　Ｇ スーパー300K

スーパー300P
ＦＴ－3Ｓ
FTN-30
FTN-30S
ス－パー  1000N
ス－パー  1000N-213
ＡＤＶＡ－ＣＡＳＴ
ＡＤＶＡ－ＳＨＯＴ

チューポールC チューポールSSP-104 アクセルエースＮ チューポールＥＸ－Ｎ チューポールＥＸ チューポールNR チューポールNZ チューポールHP-8 チューポールHP-8R ハイフルード ハイフルードR
チューポールFA-10 チューポールNV-G1（削除） チューポールＥＸ20 チューポールNR20 ポールファインSPA-2 チューポールHP-11 チューポールHP-11R ハイフルードH チューポールHF-70R
AE-200 チューポールNV-G5 チューポールＥＸ50 チューポールＥＸ50R チューポールSＲ チューポールSＲ-R チューポールHF-70
AE-300 チューポールNV-S チューポールＥＸ60 チューポールＥＸ60R チューポールHP-70B チューポールHP-70BR

ポールファインMF チューポールLS-A チューポールLS-AＲ
ポールファイン510-AN

シーカＡＥＲ-20 シーカメントＦＦ シーカメントＦＦ24 プラストクリートNC プラストクリートR シーカPC-165A シーカメント1100NT シーカメント1100NTR シ-カメントＯＶＳＰ
シーカＡＥＲ-50 シーカメントFF86 プラストクリート20N プラスチメント シーカAF-15 シーカメント1100NT-AS シーカメント1100NTR-AS
シーカＡＥＲ-G シーカメント1200N プラストクリート30N プラストクリート20R シーカメント1100NT-H シーカメント1100NTR V
シーカＡＥＲ-FA シーカメント2200 シーカメントJ プラストクリート30R シーカメント2300

シーカメント2400 シーカメントJS シーカメントJＲ シーカメント2500
シーカメントJSＲ シーカメント1100NT V

マスターエア　101 マスターグレニウムSP8ＨＵ マスターセットＦＺＰ99 マスターポゾリスNo.89 マスターポゾリス№70 マスターポゾリス№8 マスターポゾリス№75 マスターグレニウムSP8ＬＳ マスターグレニウムSP8RV マスターグレニウムＮＰ80
マスターエア　202 マスターグレニウム8000S マスターエックスシード120ＪＰ マスターポゾリス№70Ｌ マスターポゾリス№70ＬＲ マスターセットＦＺＰ11 マスターグレニウムSP8Ｎ マスターグレニウムSP8ＬＳR マスターグレニウム65１0
マスターエア　303Ａ マスターグレニウム8000E マスターポゾリス７8Ｓ マスターポゾリス78Ｒ マスターグレニウムSP8S マスターグレニウムSP8R
マスターエア　775 マスターグレニウム8000H マスターポゾリス78Ｐ マスターポリヒード15ＬR マスターグレニウムSP8SV マスターグレニウム800SR
マスターエア　775S マスターグレニウム8000P マスターポリヒード15Ｌ マスターポリヒード15SR マスターグレニウムSP8SB マスターグレニウム6550
マスターエア　785 マスターグレニウム8000W マスターポリヒード15S マスターポリヒード15SRC マスターグレニウムSP8HV マスターイース3035
マスターエア　785D マスターグレニウム8000DS マスターポリヒード15SC マスターポリヒード15HR マスターグレニウム800S

マスターグレニウムNT1000 マスターポリヒード15H マスターポリヒード15DSR マスターグレニウム6500
マスターグレニウムNT500 マスターポリヒード15DS マスターポリヒード1505 マスターイース3030
マスターグレニウムＡＣＥ390 マスターポリヒード2000
マスターグレニウム6520 マスターポリヒード1500
マスターイース5070

フローリックＡＥ150 フローリックＰＳ フローリックＡＦＰ-2 フローリックＰＡ フローリックT フローリックS フローリックR フローリックＡ フローリックSF500S フローリックSF500R フローリックFBP
フローリックAE-4 フローリックSR110 フローリックH60 フローリックSG フローリックRG フローリックＡC フローリックSF500H フローリックSF500RＫ フローリックＳＦ500FＰ
フローリックAE-6 フローリックMS フローリックVP10 フローリックSV フローリックRV フローリックＡFP フローリックSF200S フローリックSF500HR フローリックＮＳＷ
フローリックＡＥ-9B フローリックVP200 フローリックSV10 フローリックRV10 フローリックＳＦ500ＳＫ フローリックＳＦ500FR
フローリックAE400 フローリックVP700 フローリックSV10L フローリックRV10L フローリックＳＦ500F フローリックＳＦ500BBR
フローリックMA フローリックVＰ900M フローリックSV10H フローリックRV10H フローリックＳＦ500BB

フローリックVＰ900A フローリックSV10Ｋ フローリックRV10Ｋ
フローリックＰＣ フローリックＬＢ
フローリックSF500U
フローリックＴＮ

ヴィンソル ヤマソーV 1H -U ヤマソーウインS ヤマソーR ヴィンソル80 ヴィンソル80R ヴィンソル80NC ヤマソーV 1S ヤマソーV1-ＤＳR
ヴィンソルW ヴィンソル80S ヴィンソル80SR ヤマソーウィン ヤマソーV 1H ヤマソーV 1R
ヴィンソル70 ヤマソー80P ヤマソー90R ヤマソーV 1-DS
ヴィンソル70LT ヤマソー90 ヤマソー90SER ヤマソーV 1-ＦＴ
ヤマソーAE456 ヤマソー90SE ヤマソー02NLR

ヤマソー02NL ヤマソー02NLR-P
ヤマソー02NL-P ヤマソー09NLR
ヤマソー09NL ヤマソー09NLR-P
ヤマソー09NL-P ヤマソーDSR-X
ヤマソーDS-X ヤマソー16ＮＢＲ
ヤマソー16ＮＢ

レオパックＧ-100 レオパックＧ-200

アクセリート100

スーパーメラミン

銘　柄　数 34 60 7 5 5 0 49 43 14 38 25 13 3
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製　品　総　括　表

高性能ＡＥ減水剤 流動化剤
会社名　　　　　　　分類 ＡＥ剤 高性能減水剤 硬化促進剤

花王㈱

竹本油脂㈱

日本シーカ㈱

日産化学工業㈱

BASFジャパン㈱

ライオン㈱

㈱フローリック

山宗化学㈱

GPCケミカルズ㈱
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