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TB2083L 2017production amount in Japan

Total amount  42,321 kg !!
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TB2083L features 

features

High Bonding strength in the air, on wet surfaces 
and in water

Excellent low-temperature curability

Putty resin excelling in workability on vertical surfaces



TB2083L Usage on the Catalog 

1. Bonding , filing and repairing in water or for wet surface

2. Bonding and repairing for PVC pipe (polyvinyl chloride pipe)

3. Bonding and repairing for water leaking pipe

4. Repairing for clack and potting for CEMENT product

5. Bonding and repairing for ceramic tile

6. Bonding (connecting ) for HUME PIPE

7. Repairing for leaking from Pool 

8. Repairing Enamelled materials (Sink, bath and so on)

9. Bonding and repairing for Hard materials 

(Metal, tile, glass, ceramic , stone, wood, plastics , FRP etc)   



Market in Japan (from theme success list )

大項目 中項目 使用量(kg) Ratio

防蝕
(prevention of corrosion)

ケーブル防蝕(Prevention of corrosion for 
Cable)

520 4

ボルト防蝕( Prevention of corrosion for 
BOLT)

359 3

Related Cement product
（コンクリート用）

Cement（コンクリート関連） 187 1

Cement Repairing（コンクリート補修） 903 6

Structural Bonding （構造接着） 1077 8

Around Water parts（水まわり）
518 4

Parts Repairing（補修） 2495 18

Related Pipe 
Piping (配管） 1016 7

Pipe repairing (配管補修) 1294 9

Repairing （補修） 2639 19

Floor Repairing （床補修） 509 4

Seal 497 4

Hume Pipe （ヒューム管） 145 1

Potting （充填） 241 2

others 1295 9



コンクリート補修用途 キーワード

コンクリート補修

コンクリート補修

コンクリート補修

コンクリート補修

コンクリ補修

コンクリート槽補修

コンクリート槽補修

コンクリート穴埋め

モルタル補修

コンクリート槽亀裂補修

コンクリート槽亀裂補修

コンクリート亀裂補修

コンクリート亀裂緊急補修

コンクリート亀裂補修

コンクリート面亀裂補修

コンクリート柱補修

コンクリート柱補修

コンクリート面亀裂補修

コンクリート破損部補修

コンクリート破損部補修

コンクリート破損部補修

ＴＢ２０８３納入 白島向け

コンクリートＢＯＸ緊張穴充填

コンクリート製品補修

コンクリート補修ｂ

コンクリート補修ｂ

コンクリート補修

コンクリート亀裂補修ｂ

コンクリート亀裂補修ｂ

コンクリートの亀裂補修

コンクリート補修②

コンクリート補修①

コンクリート槽クラック補修

湿潤面のコンクリート補修

コンクリート水槽補修

コンクリート補修ｂ

ＴＴ２２２２採採

マリーナコンクリ補修

コンクリート補修

コンクリート亀裂補修

コンクリート製品補修用パテ

コンクリート破損部補修

コンクリートゴム型枠補修

コンクリートゴム型枠補修

コンクリート亀裂補修

コンクリート補修

倉庫コンクリート補修用エポ

コンクリートクラック補修ｂ

コンクリートクラック補修ｂ

コンクリート亀裂補修ｂ

コンクリート亀裂補修ｂ

工場の床コンクリート補修剤

コンクリートのひび割れ補修、硬化剤(太田工務店)

コンクリートのひび割れ補修、本剤(太田工務店)

コンクリート破損部補修ｂ

コンクリートブロックの補修(硬化剤)三晃商事

コンクリートブロックの補強(本剤)三晃商事

排水溝・コンクリの補修

コンクリート補修ｂ

薬液タンクコンクリート基礎部補修

コンクリートブロック補修

庄内病院向けパテ

コンクリート補修

コンクリ補修

コンクリクラック補修

コンクリ補修(札栄管機)

コンクリ補修(札栄管機)

養殖槽コンクリート亀裂補修

コンクリート亀裂補修

工場内コンクリート基礎部の補修

ＪＦＥスチール扇島工場内冷却水槽漏水部補修ＴＢ２０８３Ｌ

JFEスチール扇島工場内冷却水槽漏水補修／ＴＢ２０８３Ｌ・硬化剤

コンクリート補修用エポキシ樹脂

旭化成設備コンクリートの補修

コンクリート亀裂補修

土間補修

二次製品補修用パテ

コンクリートの亀裂補修

コンクリート亀裂補修剤

揚水排水路コンクリ面補修

用水路コンクリート補修

コンクリート亀裂部補修

コンクリート亀裂部補修

塩野目コンクリート 排水路用コンクリートのひび割れ補修



シール用途 キーワード

熱交換機の接着シール

ｶｻﾊﾞｹｰｼﾝｸﾞ漏れ補修

プラントの水漏れ補強

機械基礎固定ボルトシール

ｺｰｸｽ突発CDQ水封

タンク巣穴シール

防火水槽シール

止水ゲート 隙間シール

用水槽グラウト注入抗防水シール

タイル用漏れ防止剤

タイル用漏れ防止剤

排水ポンプ周辺の防水対策

西田機械工作所向けマシニング装置シール用TB2083

貯水槽シール剤採用

クラック止水

ＬＮＧタービンシール２

ピットの防水補修

浄水場工事に伴う防水対策（広島県）

石川工業 水路の側壁パテ埋め

給水室の目地シール

切切切切切切切 策採TB２２２２L

切切切切切切切 策採TB２２２２L

立川支社向け変電設備フランジ面のシール補修
BOX打ち継ぎ部防水材料

マンホールシール



構造接着用途 キーワード

テンションアンカーの固定

駐車ブロック固定

Ｎｏ．2221 保護板取付用エポキシ

Ｎｏ．2229 保護板取付用エポキシ

Ｎｏ.２２３０向け亜鉛版取り付け用ﾊﾟﾃ

ダクト貫通部補強

JFE    常常常

ＮＣ旋盤機械の切削油タンク部、シール接着

塩ビ接着（スポット）

原発向けエポキシ

エアーツール部品補強

バイク部品接着

石材接着

屋外石材接着

パネル＋型枠接着ｂ

パネル＋型枠接着ｂ
     金金金金金金

古河電気工業向け PE継手接続部補強

FRP接着

ダブルポコ工事

車止め固定ｂ

エアコンコンプレッサー試験用固定剤①

エアコンコンプレッサー試験用固定剤②

車止め固定ｂ

階段ステップ固定

床暖房のアルミパネル貼り付け

工工工工工工金金

内底板（鉄板とアルミ）の接着

台座固定ｂ

紙パック納入

ＴＴ２２２２Ｊ採採

アンカー接着

マグネットチャック コネクター接着

手すり接着固定

アルバ新築水設置工事

置き換え提案 ＴＢ２０８３Ｌ

TB2083置き換え

TB2083置き換え

TB2083置き換え

U字溝SUS部品接着1

U字溝SUS部品接着2

U字溝SUS部品接着3

U字溝SUS部品接着4

電力会社向けTB２０８３L新規採用

納屋倉庫ブロックの組立

ＴＢ２０８３Ｌ置き換え（本剤）

２０８３Ｌ置き換え（硬化剤）

在庫分スポット（脱フタル酸）

２２２２L採採

２２２２ｌ採採２

防防防防防採 板接 

金金金工金金金

設備使用 2083L3

設備使用 2083LK

現代重工向け主機タービン用2083①

現代重工向け主機タービン用2083②

新規アンカー鋼線の固定

現代重工向けボルト固定パテ

現代重工向けボルト固定パテ②

工作機械ネジ部埋め潰し

中形モーター回転油リーク充填

中形モーター回転油リーク充填②

橋橋金橋  板接 TB2083L

印刷機アングル固定

採用用 金金

橋桁水位板 接着

神具 木工パテ

ガラス溶解炉の部品接着

ＴＢ２０８３Ｌ スポット

アサヤマ 車両整備工場・洗浄ブースシール

ダクターチャンネルの接着

排水処理用回転機器 部品接着

タービン発電機 部品接着



水補修用途 キーワード
水槽の穴補修用・本剤

水槽の穴補修用・硬化剤

貯用貯 裂金橋ｂ

水道管及び貯水タンクの修理

工工用用金橋

室内プールコンクリート壁面水中補修

排水枡補修

排水枡補修

小型船舶の補修接着（TB２０８３硬化剤）

小型船舶の補修接着（TB２０８３本剤）

貯用貯 裂金橋ｂ

排水溝周りの補修

水中補修用接着剤：ＴＢ２０８３本剤

水中補修用接着剤：ＴＢ２０８３硬化剤

用水水常 切切

切切用水水常 

養養貯金橋養養養養

水中補修用接着剤（ＴＢ２０８３）

ボイラー周り補修パテ

 用貯金橋 受受

 用貯金橋 受受

ＲＣ枡と配管隙間充填

酸酸貯   工金橋

酸洗い補修ﾒｶﾆｶﾙ施工管理分

プール目地補修（西武園プール）

ﾊﾞﾌﾞﾗｰﾀﾝｸ液漏れ補修

ため池の補修

ＦＦＦ船船金橋材船

水槽の補修

雨水排水ピット漏水補修

下水周り補修

水門扉補修

埋埋   金橋

貯用貯 裂金橋

タンク亀裂補修

タンク亀裂補修

湯洗タンク補修

湯洗タンク補修

貯用貯 裂金橋

貯用貯 裂金橋

宇部マテリアル 水槽補修工事

配管水漏れ補修

浄水場の水路補修

浄水場の水路補修

用水路止水用ＴＢ２０８３

冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ補修用途 ＴＢ2083（本剤）提案

冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ補修用途 ＴＢ2083（硬化剤）提案

ハンドホール水漏れ防止剤

工場内の雨漏り補修①

工場内の雨漏りの補修②

フィリピン向け船舶舵補修

水中エポキシ導入

漏水シール

漏水シール

水洗い槽亀裂補修

オイルタンクの補修

排水溝補修

受水槽水漏れ補修本剤

受水槽水漏れ補修硬化剤

貯用貯 裂金橋ｂ

貯用貯 裂金橋b

貯用貯 裂金橋ｂ

水処理プラント補修（丸紅プロテックス）

#5-T 池の防水補修

水封弁溶接部の補修

ＦＲＰタンク亀裂補修ｂ

ＦＲＰタンク亀裂補修ｂ

キッチン周辺 水漏れ補修

リプロ タンクの補修

田中設備 カラーの補修

排水パイプ亀裂補修

王王板王 王埋金橋採２２２２（水常 ）

配管補修及びコンクリート部補修 日通商事

配管補修及びコンクリート部補修 日通商事

プール・噴水クラック埋め

タンク補修

#4-T 福福福福福用福金橋

【ﾒｲｹﾝ】水回り補修材料 本剤

【ﾒｲｹﾝ】水回り補修剤 硬化剤

用貯金橋 ＴＴ２２２２

洗浄機ひび割れ補修

雑水槽の補修

雑水槽の補修

排水路補修

排用用金橋 水常 

タンクの補修

貯用貯 裂金橋ｂ

止用止金金ｂ

高高高排用用金橋

新新船船 橋新船 新新

TAF向けタンク緊急補修

高架水槽水漏れ補修剤

高架水槽水漏れ補修剤

アリアケ向けタンク補修①

アリアケ向けタンク補修②

三立 水門補修用パテ

水中補修用 エポ

補修用水中硬化エポ採用

高架水槽水漏れ補修剤採用

「はやしお」船底補修

貯用貯金橋養養

あさぎり修繕スポット2083

あさぎり修繕スポット2083②

あしがら 舵部修繕用

あしがら 舵部修繕用2

水処理タンク、水漏れ補修

下水タンク補修(岡田機材)

大牟田管材向け補修

排用埋常金橋 

排用埋常金橋 

プール補修剤

浴槽の補修接着

船船金橋 採採

ポンプ補修

ポンプ補修

用水水常金橋 他他金切他/新新 住金(株)室室

用水水常金橋  他他金切他/新新 住金(株)室室

受水槽の補修

巡視船修繕 補修パテ・ねじ緩めスプレー採用

排水タンク補修・補強材固定

排用排金橋（ＴＴ2083Ｌ本 ）

排用排金橋（ＴＴ2083Ｌ水常 ）

船船金橋採TB2083L新新採採常

ベトナム向け水室内SUS部コーティング材販売

有限会社長野電機 排水管の水漏れ補修

放放埋常橋新

エポキシパテ 緊急補修用

製鋼工場貯水槽の補修

ひらかたパーク遊戯 水路補修

水中補修剤

【（株）フレッシュハウス】トイレ鉛製下水口緊急防水対策

水路補修パテ 白川土地改良区

貯水槽亀裂部の補修

湿潤面接着補修

ファミレス導入食洗機補修向けエポキシ

貯水層 水漏れ補修（TB2083L）

FRPプール補修エポキシ

塗装ブース内溶接部水漏れ箇所の止水補修



配管補修用途 キーワード

ダム配管補修

各各各各埋常金橋 

硬質塩ビ配管補修

硬質塩ビ配管補修

塩ビ補修

配管補修ｂ

配管補修ｂ

用高各工水金橋

配水管外部の補修用接着材

導用各金橋ｂ

水道配管補修用接着剤

配管ホルソー穴補修 正栄機工

配管ホルソー穴補修 正栄機工

埋設配管補修 クワザワ

埋設配管補修 クワザワ

鉄粉ろ過用水配管補修

排用各排用金橋

排用排排用金橋

鉄管補修剤

各各採金橋 

各各工配配金橋

H17年度通信ｹｰﾌﾞﾙ引上管補修工事材料

コニシＥ３８０切換

配管補修

メッキ噴流配管補修工事
 用各各金橋 

金属配管補修

金属配管補修

各各工配配金橋

北ガス配管補修

北ガス配管補修

塩ビ継ぎ手クラック補修

塩ビ配管継ぎ手補修 オダ機工

塩ビ配管継ぎ手補修 オダ機工

TB2083紙パックタイプ（水沢向け）

大大防用大埋他 大用各金橋 TB2083

大大防用大埋他 大用高各各金橋 TB2083(本 )

水槽用配管パイプ補修

ガラス配管補修

ガラス配管補修

配管漏れ補修エポ

排用各各金橋

配管補修

東北電力向け配管補修

東北電力向け配管補修

福福大福橋工水採金橋 

工事補修用

下水道コンクリート配管の補修

下水道コンクリート配管補修

新日 金橋採受受２２２２

新日 金橋採受日２２２２ 

排用排金橋／TB2083本 

排用排金橋／TB2083水常 

配管補修

チラー水漏れ補修

チラー水漏れ補修

用高各金橋採 TB2083

各各金橋採 TB2083(本 )

各各金橋採 TB2083(水常 )

各各配配配配金橋

各各配配配配金橋

配管漏れ補修

1各各金橋採配金採採常

硬質塩ビ管亀裂補修

配管補修2

配管補修3

酸配管補修

鹿児島市 与次郎ヶ浜 用水路 配管パテ埋め工事

補修剤採用

ソーブ 配管補修用 TB2083Ｌ提案

フューチャーフーズ 食品工場 配管及び側溝補修

JX日鉱日石内配管亀裂部の補修

店店店 採各各 裂金橋材採採

プール配管補修

各各金橋 ２

各各金橋 ２

配管補強

九州電力八丁原発電所配管架台の亀裂部修復

太平洋セメント向け水道配管の補修

九電豊前向け配管補修剤受注

九電豊前向け配管補修剤受注２

内管エリア雨水管ジョイント部サービス補修

排水溝補修

配管補修

各各金橋 水常 

各各金橋 本 

各各金橋 採採

JX日鉱日石エネルギー定修時の配管漏水修復

化工工場メンテナンス

埋常各各金橋採TB2083L（水常 ）

神神 神神神神 各各金橋採TB2083L

日本建物向け補修用TB2083L

九電工向けブリジストンゴルフクラブ配管補修

水漏れ配管の補修 TB2083J、TB2083L



補修用途 キーワード

ＴＢ２０８３

壁補修
 板板板工金橋
 板板板工金橋

3    予予福金橋

防防防 裂金橋ＴＴ２２２２

ダクトの補修

ダクトの補修

原料地区機械定修ＴＢ２０８３

共同火力定期修理用品

共同火力定期修理用品

新日鐵原料地区ＴＢ２０８３定修

ボート補修

ボート補修

高炉地区定橋ＴＴ２２２２

亀裂面補修
09,01用高水金橋採 1

09,01用高水金橋採-2

補修工事剤

簡簡簡金橋 

簡簡簡金橋 

ＮＮ旋旋金橋

宇部興産機械 セメント砕石機内部穴補修

配線周辺工事 パテ補修

新日工工金橋採ＴＴ２２２２Ｊ

設備保全用エポキシ樹脂

定橋採配金受受（九防）

定橋採配金受受（九防）

【西西      (株)】 KY     金橋 

【西西      (株)】KY     金橋 

テーブル補修

Ｓ豊神 神工採豊豊金橋

プラント補修

阿南発電所海底ケーブルトンネル補修試験用

宇部テクノエンジ シューベリングミル内部補修

ＴＢ２０８３紙パック採用

王埋金橋採２２２２

配配金橋採TB2083本 

配配金橋採TB2083水常 

建屋補修①

建屋補修②

震災復旧企画補修エポ拡販

ライン設備補修接着
Eライン切削油タンク穴部補修（硬化剤）
Eライン切削油タンク穴部補修（本剤）

塗装ブース補修

【前原運動器具製作所】タイル補修

【前原運動機械器具製作所】 タイル補修

設備補修用 エポキシパテ 本剤

設備補修用 エポキシパテ 硬化剤

塗装ブース補修

ＴＢ２０８３ ２５０ｇ 主剤

ＴＢ２０８３ ２５０ｇ 硬化剤

ジャパン建材、機械固定補修

定修商品受注

定修商品受注

コンベア底面油漏れの補修

施設補修

重機オイルパンの漏れ補修剤

金橋  店 本 

金橋  店 水常 

回転機フレーム補修

回転機フレーム補修

切削油用ｵｲﾙﾊﾟﾝの穴埋め補修

ピット排水口亀裂補修

補修工事剤

「こんごう」定修

ＴＢ２０８３新規（藤田金物向け）

ＴＢ２０８３新規（藤田金物向け）②

金橋採     TB2083

マス枠補修TB2083硬化剤

マス枠補修TB2083本剤

水中硬化紙パック 新規在庫設置三興

配管防水

ＴＴ２２２２新新(奈奈西新大材)

ＴＴ２２２２新新(奈奈西新大材)

亀裂補修ｂ

ＬＮＧＣタービン補修－１

タンク補修

配管用シール剤

あかしあ修繕

プラントメンテ用エポキシ採用

プラントメンテ用エポキシ採用

定修用TB2083受注

①排水管設置時の充填

ＬＮＧタービン保修２

定修品受注ｂ

枕木補修

香 橋新防金橋

煉瓦補修

亀裂補修

設備補修 2083本剤/シンセメック(株)

設備補修 2083硬化剤/シンセメック(株)

大埋建工建材建建採

大牟田管材向け緊急補修
FRP補修

設備補修用 TB2083×50セット

アルミ部品補修

時津東小増築工事配管布設修繕向け

水力発電機 ステータコイル補修

水力発電機 ステータ部品補修

パテ状エポ

通用、側排簡簡金橋
 泉泉泉工止金橋

補修用TB2083L

補修剤採用②

エンジン内補修材

フタル酸対策

フタル酸対策②

フタル酸対策

設備保全補修2液パテ
FRPタンク亀裂部の修理

乾燥炉補修

乾燥炉補修2

クラック補修

モルコレージ ドア補修

モルコレージ ドア補修２

修理時パテ

補修用TB2083L

TB2083L(500g)拡販

TB2083L(500g)拡販

港 地 錆金橋 錆 採

加工ライン補修用 TB2083L本剤

加工ライン補修用 TB2083L硬化剤

三菱常学定橋１２

補修剤採用

加工ライン補修用追加 TB2083L(本剤）

補修剤採用

加工ライン補修用追加 TB2083L(硬化剤)

九州電力㈱八丁原地熱発電所フランジ腐食部の補修

TB2083L紙パック 補修剤提案

三菱常学定橋追神
4コークス炉CDQコンベア補修

ガーメントプリンタ部品切削用砥石補修

塗 課埋常金橋採

戸畑共同火力定修２

トヨタ東日本（大和工場）設備用TB2083L（本剤）

トヨタ東日本（大和工場）設備用TB2083L（硬化剤）

安安安 神新新向切（錆 採）
TB2083L拡販

鍍金工場トイレ周辺補修
 福力各各力定

戸畑共同火力定修追加

圧延保全向け配管補修剤採用

圧延保全向け配管補修剤採用
Co断面補修+シール

TB2083L拡販

水道配管防水用

水道配管防水用

九九防福九九九   福金橋  工金工 

２２２２Ｌ他新新採採（展展 ）

屋屋金橋採 TB2083L新新採採

病院施設建築時空調配管周辺部パテ剤採用
FRPタンク補修剤2

FRPタンク補修剤1

橋橋橋橋工工材 裂金橋（神川大埋）
FRPタンク補修

宇部興産向け定修材料

宇部興産向け定修材料

九泉水小展展 綾  業業

和歌山ＮＷ 直営での人孔内補修用

中島設備ＦＲＰタンク補修
Sホテル向けTB2083J

Y保育園向けTB2083J

埋埋各各金金

電力部コンクリート亀裂補修

設備補修用TB2083L（岩手工場 塗装ライン）

新規 花崎塗装店 日立金属内補修
3製綱トランス補修

配管止水

株式会社ミカワ TB2083L販売

簡床 裂金橋採TB2083L（本 ）

簡床 裂金橋採TB2083L（水常 ）

松月堂製パン向け メンテナンス用補修剤

埋常各各採TB2083L（本 ）

自自自   時金橋採時

電線配管×コンクリート隙間埋め

側溝補修用パテ

陶器パネル補修①

陶器パネル補修②

通路穴補修

止床 裂金橋採TB2083L（本 ）

止床 裂金橋採TB2083L（水常 ）

ＴＢ２０８３Ｌ（５００ｇセット）拡販
TB2083L新規1(鶴商会)

TB2083L新規2(鶴商会)

U字排金橋採採養養

Ｕ字溝補修

土切土土橋土採金金

九九九九水九九金橋 養養

北陸電機向け２０８３L

豊前支店向け補修剤新規納入

豊前支店向け補修剤新規納入２



床・床補修用途 キーワード

ＴＴ２２２２ 店

ジェイテクト岡崎 床補修用2083（本）

ジェイテクト岡崎 床補修用2083（硬）

新 製工業 簡簡簡工水

工場床工事

床補修材料

床補修材料

フタル酸置き換え

（株）三渡工業所 徳島工場向け 床補修材料販売

東北向け２０８３L

(株)テーエス工業 2083L 販売

簡易床補修

簡易床補修

床補修

工工簡簡簡金橋

簡易床補修

床補修剤
(有)田口製作所 TB2083（2KG SET）

びわ工場運転場床の補修

床簡易補修パテ

床簡易補修パテ②

簡簡簡金橋採TB2083

床凹凸補修

床補修用 TB2083

床面クラック補修

床面クラック補修

床の補修

新新新工工工 簡金橋材船

本川AE3L簡床工床金橋

貯水タンクシール＋床補修

床補修キット拡販

床補修キット拡販

簡簡金橋簡工水 簡工工

工場床補修

ボルト工場 床補修剤（硬化剤）

ボルト工場 床補修剤（本剤）

ひび割れ床補修

アルミ加工場床補修剤

金橋採簡工水材船店 

床補修

床面補修用パテ

床補修

床補修剤の販売

床簡易補修材 エポキシ樹脂販売（成形機フロア）

工場床コンクリート補修

工工 簡床金橋 

大見工業向け床補修剤

床補修

ホテル所有プール 床面補修 材料売り

工工簡 裂金橋

機械装置アンカー穴埋め

新 工工簡金橋

床補修用樹脂の提案

クラック補修

床クラック補修

事務所床タイルの補修接着

簡床金橋材ＴＴ2083Ｌ

床面補修材料 クラック補修 ＳＡ第3製造部Ａグループ

床補修剤

鍍金工工 簡金橋

錆 採 簡床金橋 

各防旋工工簡 裂金橋

松月堂製パン向け 床補修材料販売

部品修理センター床の補修

簡床金橋採TB2083L（本 ）

簡床金橋採TB2083L（水常 ）

床補修パテ

新富士化学向け 床補修剤
  工工簡金橋

富士工業（株） 床欠損部補修による販売

簡床金橋材船 採採常

工工簡金橋材新新養養

簡床金橋採TB2083L（本 ）

簡床金橋採TB2083L（水常 ）

簡床 裂金橋採TB2083L（本 ）

簡床 裂金橋採TB2083L（水常 ）

防工工工簡金橋

簡床金橋採TB2083L（本 ）

簡床金橋採TB2083L（水常 ）

工工 工簡金橋 

白井工場内床穴補修エポキシサンプル

藤藤工工簡金橋採


