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花王の土木・建築用薬剤

現在から未来へ――
土木・建築技術をささえる
よきパートナーとして

花王は、多様化し高度化する土木・建築業界の要望に
お応えするため、独自の技術により開発した製品を多数
そろえています。

花王では、土木・建築用薬剤を常に安心してご使用いた
だくために、最新の設備を駆使して高品質な製品をお届け
できるよう努力しています。

このパンフレットに記載されていない新製品についても、
絶えず研究を続けています。土木・建築用薬剤をご検討の
際は、ぜひ花王にお問い合せとご用命をいただきたく
お願い申しあげます。

製品の取り扱い、及び保管上の注意については、製品
安全データシート（SDS）を参照して下さい。

●

●

●

●

●マイテイ 21VS
●マイテイ 21LV
●マイテイ 21LV-B
●マイテイ 21LV-S
●マイテイ 21HF
●マイテイ 21HP
●マイテイ 21HPR
●マイテイ 21WH
●マイテイ 150
●マイテイ 100
●マイテイ 150R
●マイテイ HS
●マイテイ 150RX
●マイテイ 150V

●マイテイ AE-03
●ブロキャスター F

●スキッシュ KL

●マイテイ 3000S
●マイテイ 3000R
●マイテイ 3000H
●マイテイ 3000Ｖ
 （増粘剤一液タイプ）

●マイテイ 3000SR
 （収縮低減タイプ）

●マイテイ 3000TH-1
●マイテイ 3000TH-2
●マイテイ 3000TH-3

鋼製型枠用

●ライナーセブン 50

生コン用

●SR- 1000

●マイテイ 1000S
●マイテイ 1000Z
●マイテイ 1000SR
●マイテイ 1000ZR

即時脱型
コンクリート用 グラウト用

●ブロキャスター F ●マイテイ 150
●マイテイ 150R
●マイテイ 150J

●スキッシュ 21S
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AE減水剤

収縮低減剤

●マイテイ AE-02
●マイテイ AE-03

AE剤

AE剤

高性能減水剤 AE剤 高性能減水剤

高性能減水剤

表面仕上げ剤

遠心成形用ノロ低減剤

高性能AE減水剤

セメント・コンクリート用混和剤 離型剤

●スキッシュ 21B

黒ずみ抑制剤

高性能減水剤

●ビスコトップ 100A
●ビスコトップ 100B
●ビスコトップ 200LS-2

高機能特殊増粘剤

●ジアミン RRT
●ジアミン R-86
●ファーミン ST-7
●各種ノニオン乳化剤

●グリッパー 4131

加熱アスファルト用はく離防止剤

乳化剤

●マイテイ 21P
●マイテイ 100

●エマール D-3-D

減水剤

起泡剤

プレミックスセメント
製品用混和剤 増粘剤 アスファルト用薬剤石膏ボード用

混和剤

二次製品用

●マイテイ G-150

減水剤



セメント・コンクリート用混和剤

二次製品用 高性能減水剤
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主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

3 4

●各種高強度コンクリート
●プレストレストコンクリート（枕木、橋桁、軌道スラブ）
●振動製品（道路・水路製品、カーテンウォール、
　ボックスカルバート、セグメントなど）

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

390円／kg淡褐色液体 1.030～1.070 0.5～2.0

●高減水性
●非空気連行性
●非遅延性
●表面美観を改良
●無塩タイプ

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●各種高強度コンクリート
●プレストレストコンクリート（枕木、橋桁、軌道スラブ）
●振動製品（道路・水路製品、カーテンウォール、
　ボックスカルバート、セグメントなど）

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

500円／kg淡褐色液体 1.030～1.070 0.5～2.0

●高減水性
●非空気連行性
●非遅延性
●表面美観を改良
●無塩タイプ
●低単位水量・高粉体量対応

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●各種二次製品コンクリート
●フライアッシュ使用コンクリート

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

520円／kg淡褐色液体 1.035～1.075 0.5～2.0

●マイテイ 21LVの特長に加え、

  フライアッシュ・亜炭・カーボン分による

  コンクリート表面の黒ずみ抑制効果を

  有する

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●振動製品
●各種二次製品コンクリート

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

500円／kg褐色液体 1.050～1.090 0.5～2.0

●高減水性
●低粘性タイプで作業性に優れる
●非空気連行性

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●高流動コンクリートを用いた各種製品（道路・水路製品、
 カーテンウォール、ボックスカルバート、セグメントなど）
●プレストレストコンクリート（枕木、橋桁、軌道スラブ）

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

500円／kg褐色液体 1.040～1.080 0.5～2.0

●高流動コンクリート対応
●非空気連行性
●非遅延性
●表面美観を改良
●無塩タイプ

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●80N/mm2以上の各種超高強度コンクリート
●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

550円／kg淡褐色液体 1.060～1.100 0.5～2.0

●高減水性
●非空気連行性
●非遅延性
●超高強度配合対応

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●高流動コンクリートを用いた各種製品（道路・水路製品、
 カーテンウォール、ボックスカルバート、セグメントなど）
●プレストレストコンクリート（枕木、橋桁、軌道スラブ）

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

500円／kg淡褐色液体 1.037～1.077 0.5～2.0
●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●高流動コンクリートを用いた各種製品（道路・水路製品、
 カーテンウォール、ボックスカルバート、セグメントなど）
●プレストレストコンクリート（枕木、橋桁、軌道スラブ）

●バルク
●200kgドラム
●18kg缶

500円／kg

マイテイ 21WH

マイテイ 21VS

マイテイ 21LV

マイテイ 21LV-B

マイテイ 21LV-S

マイテイ 21HF

マイテイ 21HP

マイテイ 21HPR 淡褐色液体 1.037～1.077 0.5～2.0
●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●マイテイ  21HPの夏場対応品
●高流動コンクリート専用混和剤
●高分離抵抗性
●早強性・2回転生産可能
●無塩タイプ

●高流動コンクリート専用混和剤
●高分離抵抗性
●早強性・2回転生産可能
●無塩タイプ



主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

5 6

●高強度コンクリートの製造
●遠心成形コンクリート（パイル、ポール、ヒューム管）
●プレストレスコンクリート（枕木、橋桁、軌道スラブ）
●振動製品（道路製品、ボックスカルバート、セグメントなど）
●繊維補強コンクリート（SFRC、GRCなど）
●特殊コンクリート（超速硬セメント、超早強セメントなど）
●特殊混和剤（シリカヒューム、高強度混和剤などとの併用）
●グラウト

●バルク
●240kgドラム
●20kg缶

270円／kg黒褐色液体 0.6～2.4

●高減水性（減水率25～30％まで可能）
●非空気連行性
●非遅延性
●無塩タイプ
●高熱耐久性（熱分解温度350℃）

1.190～1.210

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）
●ASTM C 494
（Type F）
●DIN 1045、
●BS 5075

●ケミカルグラウト
●セルフレベリング床
●油井セメント

●20kg紙袋
●500kg

　フレコン

660円／kg淡褐色粉末 0.2～1.0－

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）
●DIN 1045

●二次製品コンクリートの製造（暑中）
●グラウト

●バルク
●240kgドラム
●20kg缶

310円／kg黒褐色液体 0.4～0.81.216～1.236

●JIS A 6204
  減水剤遅延形（  種）
●ASTM C 494
（Type G）

●高強度コンクリートの製造
●遠心成形コンクリート
 （特に105N以上の高強度パイルの製造に適している）

●バルク 280円／kg黒褐色液体 1.5～5.01.155～1.175
●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●二次製品コンクリートの製造（暑中）
●バルク
●240kgドラム

270円／kg黒褐色液体 1.175～1.195 0.6～2.4
●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

●ボックスカルバート、橋桁、枕木、セグメント、道路製品などの
　振動成形コンクリート

●バルク
●220kgドラム

220円／kg

マイテイ 150

マイテイ 100

マイテイ 150R

マイテイ HS

マイテイ 150RX

マイテイ 150V 黒褐色液体 1.080～1.100 1.0～4.0

●マイテイ 150の粉末品

●マイテイ 150の特長に加え、

　遅延性を有する
●添加量低減

●マイテイ 150の特長に加え、

　ぬれ性を改善
●富配合コンクリートの

　ワーカビリティー改善
●ポンプ圧送性改善

●マイテイ 150の特長に加え、

　スランプロスを低減

●マイテイ 150の特長に加え、
　表面美観を改善

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）

セメント・コンクリート用混和剤

二次製品用 高性能減水剤



主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃） 　使用方法 特　長

主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃） 　使用方法 特　長

二次製品用 表面仕上げ剤

二次製品用 遠心成形用ノロ低減剤

主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃） 　使用方法 特　長

二次製品用

●18kg缶 500円／kgスキッシュ 21B
黄褐色
透明液体

1.000～1.200 コンクリート1m3当たり
50～500ｇ

●フライアッシュ、亜炭、カーボン分による
  コンクリート表面の黒ずみを抑制

●振動製品（道路製品、ボックスカルバートなど）の
  表面の黒ずみを抑制

－

黒ずみ抑制剤

7 8

●道路製品コンクリート
●振動製品コンクリート
●高性能減水剤との併用

●18kg缶 330円／kg淡黄色液体 1.010～1.050 0.03～0.05
●空気連行性
●凍結融解性改善

●JIS A 6204
　AE剤（  種）

－

●15kg
　パッキング
  ケース

2000円／kg乳白色液体 1.020～1.060
0.2～0.5％水溶液として、
コンクリート重量に
対して1～3％

●遠心成形品のノロ低減 ●パイル、ポールなどの遠心成形コンクリート

●18kg缶 440円／kg透明液体 1.100～1.300 打設直後100ｇ／m2

（2倍希釈液）

●高流動コンクリートの打設表面の
  仕上げ（ホウキ目、こて仕上げ）が
  短時間で可能

●高流動コンクリート表面仕上げ －

●超硬練りコンクリート用
●即時脱型ブロック
●ILB
●卵形管

●190kgドラム
●17kg缶

290円／kg

マイテイ AE-03

スキッシュ KL

スキッシュ 21S

ブロキャスター F 淡黄色液体 1.000～1.100 0.1～0.3

●空気連行性
●凍結融解性改善
●表面美観改善

●JIS A 6204
　AE剤（  種）

セメント・コンクリート用混和剤

二次製品用 AE剤



荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

適合する公的規格主な用途

生コン用 高性能AE減水剤

生コン用 高性能減水剤

セメント・コンクリート用混和剤

9 10

●単位水量の規制をクリアー
●流動化コンクリートの置換え
●マスコン対策用（水和熱の低減）
●スランプロス対策
●一般～高強度用
●各種セメントに対応可能

●バルク
●200kgドラム

420円／kg
マイテイ
3000S

淡褐色液体 1.03～1.10 0.5～2.0

●高減水性
●スランプ保持
●空気連行性

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　高性能AE減水剤（標準形   種）
●都市再生機構
　高強度コンクリート用
　高性能AE減水剤

●単位水量の規制をクリアー
●流動化コンクリートの置換え
●マスコン対策用（水和熱の低減）
●夏期におけるスランプロス対策
●一般～高強度用
●各種セメントに対応可能

●バルク
●200kgドラム

420円／kg
マイテイ
3000R

淡褐色液体 1.03～1.10 0.5～2.0

●高減水性
●スランプ保持
●空気連行性
●マイテイ 3000Sの夏期用

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　高性能AE減水剤（遅延形   種）
●都市再生機構
　高強度コンクリート用
　高性能AE減水剤

●単位水量の規制をクリアー
●流動化コンクリートの置換え
●マスコン対策用（水和熱の低減）
●高強度～超高強度用
●高流動用
●各種セメントに対応可能

●バルク
●200kgドラム

480円／kg
マイテイ
3000H

淡褐色液体 1.03～1.10 0.5～3.0

●高減水性
●空気連行性
●低水セメント比領域における低粘性

●中・高流動コンクリート
（土木用途、二次製品用途）

●バルク
●200kgドラム

480円／kg
マイテイ
3000V

淡黄色液体 1.015～1.085 1.0～2.5
●高い流動性と材料分離抵抗性の両立
●非凝結遅延性

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　高性能AE減水剤（標準形   種）
●都市再生機構
　高強度コンクリート用
　高性能AE減水剤

700円／kg
マイテイ
3000TH-1

茶褐色液体 1.03～1.07 0.5～5.0
●高減水性
●低水セメント比領域における低粘性

 ●超高強度用
　（水セメント比30～20％）
 ●各種セメント、混和材に対応可能

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　高性能減水剤（  種）
●New RC基準
　高強度コンクリート用
　高性能AE減水剤の
　品質基準（案）

750円／kg
マイテイ

3000TH-2
茶褐色液体 1.06～1.10 0.5～5.0

 ●超高強度用
　（水セメント比20～15％）
 ●各種セメント、混和材に対応可能

●高減水性
●低水セメント比領域における低粘性

●バルク
●200kgドラム

800円／kg
マイテイ

3000TH-3
茶褐色液体 1.06～1.10 0.5～5.0

 ●超高強度用
　（水セメント比20～12％）
 ●各種セメント、混和材に対応可能

●高減水性
●低水セメント比領域における低粘性

●JIS A 6204
  ｢コンクリート用化学混和剤｣
  高性能AE減水剤（標準形   種）

●乾燥収縮の低減が要求される
 建造物への使用

●バルク
●200kgドラム

600円／kg
マイテイ
3000SR

褐色液体 1.02～1.09 0.8～3.0 ●乾燥収縮の低減
●JIS A 6204
  ｢コンクリート用化学混和剤｣
  高性能AE減水剤（標準形   種）



生コン用 AE減水剤

グラウト用 高性能減水剤

生コン用 AE剤

生コン用 収縮低減剤

セメント・コンクリート用混和剤

11 12

●マイテイ 150 ●マイテイ 150R ●マイテイ 150J製品名

荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、20℃）　使用量（セメント%） 特　長 主な用途 適合する公的規格

荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、20℃）　使用量（セメント%） 特　長 主な用途 適合する公的規格

荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、20℃） 特　長 主な用途 適合する公的規格

●貧配合コンクリートの状態改善
●微粒分の少ない骨材を使用する場合の状態改善
●スランプロス対策

●バルク
●200kgドラム

500円／kg
マイテイ
1000S

淡褐色液体 1.070～1.115 0.2～1.0

●使用量により減水率の調整可能（12～17%）
●スランプ保持
●貧配合での状態改善

●道路製品コンクリート
●振動製品コンクリート
●高性能減水剤との併用

●18kg缶

800円／kgマイテイ AE-02 淡黄色液体 1.010～1.050 0.012～0.020
●凍結融解性改善
●ワーカビリティー向上

●JIS A 6204
　AE剤（  種）

330円／kgマイテイ AE-03 淡黄色液体 1.010～1.050 0.03～0.05

公表価格　使用量

●乾燥収縮の低減が要求される
  建造物への使用

SR-1000 無色～淡黄色液体 1.016～1.018 0.5～3.0kg／m3 ●乾燥収縮の低減 －
●バルク
●200kgドラム

別途
お問い合わせ
ください

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　AE減水剤（標準形  種）

●貧配合コンクリートの状態改善
●微粒分の少ない骨材を使用する場合の状態改善
●スランプロス対策

●バルク
●200kgドラム

500円／kg
マイテイ
1000Z

淡褐色液体 1.070～1.115 0.2～1.0

●使用量により減水率の調整可能（12～17％）
●スランプ保持
●貧配合での状態改善

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　AE減水剤（標準形  種）

●貧配合コンクリートの状態改善
●微粒分の少ない骨材を使用する場合の状態改善
●スランプロス対策

●バルク
●200kgドラム

500円／kg
マイテイ
1000SR

淡褐色液体 1.080～1.140 0.2～1.0
●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　AE減水剤（遅延形  種）

●貧配合コンクリートの状態改善
●微粒分の少ない骨材を使用する場合の状態改善
●スランプロス対策

●バルク
●200kgドラム

500円／kg
マイテイ
1000ZR

淡褐色液体 1.080～1.120 0.2～1.0

●使用量により減水率の調整可能（12～17％）
●スランプ保持
●貧配合での状態改善
●マイテイ 1000Sの夏期用

●使用量により減水率の調整可能（12～17%）
●スランプ保持
●貧配合での状態改善
●マイテイ 1000Zの夏期用

●JIS A 6204
「コンクリート用化学混和剤」
　AE減水剤（遅延形  種）



荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃） 特　長

主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（セメント％） 特　長

　使用方法

離型剤

鋼製型枠用

起泡剤

減水剤

石膏ボード用混和剤

主な用途

13

＊実績値

14

●二次製品コンクリート一般

消防法：
第4類引火性液体
第4石油類
（6000L）
危険等級

●16kg缶
●180kgドラム

360円／kg
ライナーセブン

50
褐色の

殆ど透明液体
0.890～0.920

原液を3～7倍に
希釈

●水性
●コンクリート表面美観性向上
●型枠発錆防止

●石膏ボード板
●軽量コンクリート
●エアーモルタル

－
●バルク
●210kgドラム

330円／kg淡黄褐色透明液体 1.050～1.060＊ 0.06～0.12
●起泡安定性大
●良質気泡（標準濃度タイプ）

270円／kg●バルク－●石膏ボード用
●流動性向上
●減水率大

0.1～0.31.190～1.210

エマール D-3-D

マイテイ G-150 黒褐色液体

該当する法規



主な用途 適合する公的規格 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 嵩密度（g/cm3） 　使用量（セメント％） 特　長

主な用途 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃） 特　長

高機能特殊増粘剤

増粘剤

プレミックスセメント製品用混和剤

高性能減水剤

　使用量（水％） 適合する公的規格

15 16

●900kg
  コンテナ
●180kgドラム
●17kg缶

無色～微黄色液体 1.078～1.098 0.5～5.0

●900kg
  コンテナ
●180kgドラム
●17kg缶

無色～淡黄色液体 0.950～1.000 0.5～5.0

●900kg
  コンテナ
●170kgドラム
●17kg缶

無色～淡黄色液体 1.045～1.065 1.0～10.0 ●ビスコトップ 100A、100Bの一液タイプ
●非塩素タイプ

●水中不分離性
●高分離抵抗性
●自己充填性
●低硬化遅延性

●既成杭の施工工事
●充填材・止水材
●ポーラスコンクリート
●水中不分離コンクリート
●軽量コンクリート
●超低強度コンクリート
●建築・土木用各種空隙充填材や注入材
●補修・補強用注入材
●その他、廃土輸送等セメント以外にも適用可能

●各種プレミックス粉末製品
●セルフレベリング材
●無収縮モルタル

●15kg
　パッキング
  ケース

2550円／kg淡褐色粉末 0.3～0.5 0.1～1.0

●高減水性
●非遅延性
●ノンホルマリンタイプ

●ケミカルグラウト
●セルフレベリング材
●油井セメント

●20kg紙袋
●500kg
  フレコン

660円／kg

ビスコトップ 100A

ビスコトップ 100B

ビスコトップ
200LS-2

マイテイ 21Ｐ

マイテイ 100 淡褐色粉末 － 0.2～1.0 ●マイテイ 150の粉末品

●JIS A 6204
  高性能減水剤（  種）
●DIN 1045

＊増粘効果の発現には、ビスコトップ 100Aと
  ビスコトップ 100Bの併用が必要です。
  ビスコトップ 100Aとビスコトップ 100Bの
  添加量は、同重量を目安として下さい。

－

－
別途

お問い合わせ
ください



主な用途 該当する法規該当する法規 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃） 　使用量（乳剤％） 特　長

主な用途 荷　姿 公表価格製品名 外観（常温） 　密度（g/cm3、２０℃）　使用量（アスファルト％） 特　長

アスファルト用薬剤

乳化剤

加熱アスファルト（改質および排水性アスファルト）用はく離防止剤

該当する法規

17 18

●浸透用アスファルト乳剤
●14kg缶
●160kgドラム

770円／kg
淡黄色固体

（夏期ペースト）
－ 0.3～0.6 ●乳化安定性良好

●浸透用アスファルト乳剤

消防法：
指定可燃物
（3000kg）

消防法：
指定可燃物
（3000kg）

消防法：
指定可燃物
（3000kg）
労働安全衛生法

●20kg袋 880円／kg淡黄色フレーク － 0.3～0.6
●乳化安定性良好
●フレーク状で取扱い性良好

●浸透用アスファルト乳剤
●14kg缶
●150kgドラム

990円／kg淡黄色固体 － 0.2～0.5
●非常に高い乳化性を有する
●分解性良好

1500円／kg●15kg紙袋●加熱アスファルト用（改質および排水性アスファルト）

●アスファルトと骨材のはく離防止能に
 優れている。
●フレーク状で取扱い性良好

0.3～0.5－
白色～褐色
フレーク

消防法：
指定可燃物
（3000kg）

ジアミン RRT

ジアミン R-86

ファーミン ST-7

グリッパー 4131




