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　　廃棄物として処分することとし、焼却処分は行わないでください。
　　特にふっ素樹脂を用いた製品を焼却すると、有害なふっ素ガスが発生し
　　ます。
９．取扱後は、うがい及び手洗いを励行してください。

６．性能を維持するために、包装等をした状態で冷暗所に保管してください。
７．労働衛生上の注意については、製品安全データシートにて確認してくだ
　　さい。
８．廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業

　　てください。
４．特に断りのない限り、ガスケットの再使用はしないでください。
５．補修時等、装着箇所に古い物が残っている場合はよく取り除いた後、取
　　り付けてください。

　　注 意
１．記載された用途以外の目的に使用しないでください。
２．加工する場合は、良く切れる切断工具で行ってください。
３．機器などに組み付ける場合、必ずこのカタログまたは取扱説明書に従っ

安全にご使用いただくために

      　       このカタログの製品を、本来の機能を保持させ、安全にご使用いただくために、
 　　       次の事項を遵守してください。



 　 　　織布に良質なゴムパッキンを塗布し各種
　　　　マンホール形状に合わせ、エンドレス加
　　　　工したガスケットです。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使い下さい。
　　　　マンホールの口径が大きく、歪みがあっ
　　　　たり高い締付け面圧がとれない場合の用
　　　　途に最適です。

　　　　蒸気、排気ガス等のマンホール、ハンドホール、ダクト、ガスタービン、ディーゼルエンジン
　　　　の排気管、ボイラー燃焼機器のガスケット。

　　　　縦、横糸をSUS線入りガラスヤーンで製織りし、その表面を多量の耐熱性ゴムで処理した
　　　　マンホールガスケット。

　　　　使用温度：６００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚　 さ　：　３．０～６．０mm
　　　　サイズ　：　指定による

SUS線入りガラス繊維

　　　　　SUS線

　　　　基本的にグラファイト処理（黒鉛）を行ないます。
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　　　　　用　 　途

　　　　　構　　 造

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）
　　ハイパワーマンホールガスケット　　　AG　No　１００１

　　　　　特　 　長

　　　　　断　　　面

　グラファイト処理



 　 　　織布に良質なゴムパッキンを塗布し各種
　　　　マンホール形状に合わせ、エンドレス加
　　　　工したガスケットです。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使い下さい。
　　　　マンホールの口径が大きく、歪みがあっ
　　　　たり高い締付け面圧がとれない場合の用
　　　　途に最適です。

　　　　ディーゼルエンジン、ガスタービン、排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口シール材。
　　　

　　　　縦、横糸をSUS線入りセラミックヤーンを用いて製織りし、その表面を少量の耐熱性ゴムで
　　　　処理したマンホールガスケット。

　　　　使用温度：８００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚　 さ　：　３．０～６．０mm
　　　　サイズ　：　指定による

SUS線入りセラミック製織

　　　　　SUS線

　　　　基本的にグラファイト処理（黒鉛）を行ないます。
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　グラファイト処理

　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）
　　ハイパワーマンホールガスケットーＡ　AG　No　１００２

　　　　　特　 　長

　　　　　断　　　面

　　　　　用　 　途

　　　　　構　　 造

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法



 　 　　織布に良質なゴムパッキンを塗布し各種
　　　　マンホール形状に合わせ、エンドレス加
　　　　工したガスケットです。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使い下さい。
　　　　マンホールの口径が大きく、歪みがあっ
　　　　たり高い締付け面圧がとれない場合の用
　　　　途に最適です。

　　　　蒸気、熱風、排気ガス等のマンホール、ハンドホール、ダクト、大口径フランジ等のガスケ
　　　　ット。

　　　　ガラス織布にゴムを塗布しエンドレス加工した白色のノンアスベストマンホールガスケット。
　　　　

　　　　使用温度：４００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚 　 さ  ：　３．０～６．０mm
　　　　内外径　：　指定による

　　　　ガラス織布

　　　　お客様の指定でグラファイト処理（黒鉛）も可能です。
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　　　　　構　　 造

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　断　　　面

　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）
　　ＮＡマンホールガスケット　 　　　　　　 AG　No　１００３

　　　　　特　 　長

　グラファイト処理

　　　　　用　 　途



 　 　　織布に良質なゴムコンパウンドを塗布し
　　　　て積層し、加圧したテープ状のガスケット
　　　　です。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使い下さい。
　　　　フランジの口径が大きく、歪みがあったり
　　　　高い締付け面圧がとれない場合の用途
　　　　に最適です。

　　　　蒸気、熱風、排気ガス等のダクト、大口径フランジ等のガスケット。

　　　　ガラス織布に良質なゴムを塗布した、白色のノンアスベストガスケットテープ。
　　　　

　　　　使用温度：４００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚 　 さ  ：　３．０mm　４．５mm　６．０mm
　　　　幅　    　：　１３mm　２０mm　２５mm　３０mm　４０mm　５０mm
　　　　長　　さ　：　３０m等

　　　　ガラス織布

　　　　お客様の指定でグラファイト処理（黒鉛）も可能です。
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　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）
　　ＮＡガスケットテープ　　　 　　　　　　　 AG　No　１００４

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　グラファイト処理

　　　　　構　　 造

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　断　　　面



 　 　　織布に良質なゴムコンパウンドを塗布し
　　　　て積層し、加圧したテープ状のガスケット
　　　　です。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使い下さい。
　　　　フランジの口径が大きく、歪みがあったり
　　　　高い締付け面圧がとれない場合の用途
　　　　に最適です。

　　　　蒸気、熱風、排気ガス等のダンパー、炉扉、乾燥炉のガスケット。

　　　　ガラスクロスにゴムを塗布したものを外皮とし、中芯に同材質を渦巻き状に丸めたテープ状
　　　　製品。

　　　　使用温度：４００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚 　 さ  ：　３．０mm　
　　　　高　　さ　：　６．０mm～２５．４mm　
　　　　幅　　　　：　５０mm
　　　　長　　さ　：　３０m等

ガラスクロス

　　　　お客様の指定でグラファイト処理（黒鉛）も可能です。
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　　ＮＡ芯入りガスケットテープ　　　 　　   AG　No　１００５

　　　　　断　　　面

　グラファイト処理

　　　　　用　 　途

　　　　　構　　 造

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　特　 　長

　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）



 　 　　織布に良質なゴムコンパウンドを塗布し
　　　　て積層し、加圧したテープ状のガスケット
　　　　です。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使い下さい。
　　　　フランジの口径が大きく、歪みがあったり
　　　　高い締付け面圧がとれない場合の用途
　　　　に最適です。

　　　　蒸気、熱風、排気ガス等のダンパー、炉扉、乾燥炉のガスケット。

　　　　NA芯入りガスケットを角型、丸型に加工した製品。

　　　　使用温度：４００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚 　 さ  ：　３．０mm～９．０mm　
　　　　高　　さ　：　６．０mm～２５．４mm　
　　　　内外径　：　指定による

ガラスクロス

　　　　お客様の指定でグラファイト処理（黒鉛）も可能です。
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　　ＮＡ芯入りガスケット　　　　　　　 　　   AG　No　１００６

　　　　　標準寸法

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　　　　構　　 造

　　　　　使用温度

　　　　　断　　　面

　グラファイト処理

　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）



 　 　　無機繊維クロスにPTFEデスパーションを
　　　　含浸し、各種マンホール形状に合わせ、
　　　　エンドレス加工したガスケット及びガスケ
　　　　ットテープです。
　　　　このガスケットは完全な気密性は確保で
　　　　きませんので、多少の漏れが許される所
　　　　にお使いください。
　　　　マンホールの口径が大きく、歪みがあっ
　　　　たり高い締付け面圧がとれない場合の用
　　　　途に最適です。

　　　　酸性排ガス等の腐食性ガス、その他一般ガスの等のマンホール、ダクトフランジ、機器継手
　　　　のガスケット。

　　　　無機繊維クロスにPTFEデスパーションを含浸し、各種ガスケット形状に成形したノンアスベ
　　　　ストガスケット及びガスケットテープ。

　　　　使用温度：１００℃～３００℃
　　　　使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での
　　　　目安の数値であり、保証値ではありません。

　　　　厚 　 さ  ：　１．５mm～６．０mm　マンホール
　　　　厚　　さ  ：　１．５mm～４．５mm　ガスケットテープ
　　　　内外形　：　指定による
　　　　長　　さ　：　指定による

無機繊維クロス
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　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　断　　　面

　　ナフロンマンホールガスケット　　　　　AG　No　１００７

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　　　　構　　 造

　　ノンアスベストシール材料（フランジ用ガスケット）



 　 　　嵩高ガラス繊維を使用したガラスクロス。

　　　　ラギング用、フトンカバー用。

　　　　嵩高ガラス繊維。

　　　　使用温度：５５０℃

　　　　厚 　 さ  ：　０．６mm　０．８mm
　　　　サ イ ズ ：　１０００W　*　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
　　　　３）縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。
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　　　　　用　 　途

　　　　　施工上の留意点

　　　　　組　　 成

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状

　　ノンアスベストクロス
　　リンテックスクロス　　　　　　　　　　　　AG　No　２０００

　　　　　特　 　長



 　 　　嵩高ガラス繊維を使用した厚手のガラス
　　　　クロス。

　　　　ラギング用、フトンカバー火傷防止、遮熱カーテン焼鈍用。

　　　　嵩高ガラス繊維。

　　　　使用温度：５５０℃

　　　　厚 　 さ  ：　１．５mm
　　　　サ イ ズ ：　１０００W　*　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
　　　　３）縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。
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　　　　　用　 　途

　　　　　組　　 成

　　ノンアスベストクロス
　　インテックスクロス　　　　 　　　　　　   AG　No　２００１

　　　　　特　 　長

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状

　　　　　施工上の留意点



 　 　　撚糸加工した嵩高ガラス繊維を使用した
　　　　厚手のガラスクロス。

　　　　断熱用、フトンカバー焼鈍用ガラスクロス。

　　　　金線入り嵩高ガラス繊維。

　　　　使用温度：５５０℃

　　　　厚 　 さ  ：　１．５mm
　　　　サ イ ズ ：　１０００W　*　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
　　　　３）縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。
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　　インテックスクロスーＡ　　　　　　　　　 AG　No　２００２

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　ノンアスベストクロス

　　　　　施工上の留意点

　　　　　組　　 成

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状



 　 　　９９％シリカ分のシリカクロスで１０００℃
　　　　迄使用可。

　　　　高温断熱用、セラミックフトンカバー用、吸音材、保護クロス。

　　　　嵩シリカ繊維。

　　　　使用温度：１０００℃

　　　　厚 　 さ  ：　０．８mm
　　　　サ イ ズ ：　８２０W　*　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
　　　　３）縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。
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　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　　　　組　　 成

　　ノンアスベストクロス
　　シーテックススーパークロス　　　　　　AG　No　２００３

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状

　　　　　施工上の留意点



 　 　　シリカアルミナ系の高耐熱繊維を原綿とし
　　　　た補強線入りのクロス。

　　　　高温断熱用炉の加熱炉のセパレータ高温部被覆材。

　　　　セラミック繊維。

　　　　使用温度：１１００℃

　　　　厚 　 さ  ：　２．０mm
　　　　サ イ ズ ：　１０００W　*　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
　　　　３）縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。
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　　　　　形　　　状

　　　　　用　 　途

　　　　　組　　 成

　　　　　施工上の留意点

　　　　　特　 　長

　　ノンアスベストクロス
　　セラミックスーパークロス　　　　　　  　AG　No　２００４

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法



 　 　　セラミックファイバーに有機繊維を混入し、
　　　　補強線を挿入した紡織糸です。

　　　　セラミックフトンカバー等の縫糸。

　　　　金線入りセラミック繊維。

　　　　使用温度：１０００℃

　　　　厚　　さ　 ：　２．０mm
　　　　サ イ ズ  ：　１０００W　*　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
　　　　３）縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。
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　　セラミッククロス紡織品
　　セラミックスーパークロス－Ａ　　　　 　AG　No　２００５

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　　　　組　　　成

　　　　　施工上の留意点

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状



 　 　　セラミックファイバーに有機繊維を混入し、
　　　　補強線を挿入した断熱用セラミックリボン
　　　　です。

　　　　耐火断熱被覆、耐熱パッキン。

　　　　セラミック繊維。

　　　　使用温度：１０００℃

　　　　厚　　さ  ：　２．０mm
　　　　幅　       ：　２５、３８、５０、６５、７５、１００mm
　　　　長　　さ　：　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　２）接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
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　　　　　施工上の留意点

　　インテックス紡織品
　　インテックステープ　　　　　　　　　　　  AG　No　２００６

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状

　　　　　組　　 成

　　　　　使用温度



 　 　　セラミックファイバーに有機繊維を混入し、
　　　　補強線を挿入したブレードロープです。
　　　　

　　　　バーナー廻り、カバー、炉の扉などのシール、各種パッキン、ガスケット。

　　　　セラミック繊維。

　　　　使用温度：１０００℃

　　　　線　 径  ：　φ１３～φ１６mm
　　　　長　　さ  ：　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
　　　　

16

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状

　　　　　施工上の留意点

　　　　　特　 　長

　　　　　用　 　途

　　　　　構　　 造

　　ブレードロープ　　　　　　  　　　　　　 　AG　No　２００７

　　　　　使用温度

　　ファインフレックス紡織品



 　 　　セラミックファイバーに有機繊維を混入し
　　　　たブレードロープです。
　　　　

　　　　セラミック繊維。

　　　　使用温度：１０００℃

　　　　線　 径  ：　φ１３～φ１６mm
　　　　長　　さ  ：　３０m

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
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　　　　　組　　 成

　　セラミック繊維

　　　　　施工上の留意点

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法

　　　　　形　　　状

　　セラテックスロープ                           AG　No　３００１

　　　　　特　 　長



 　 　　セラミックファイバーに有機繊維を混入し
　　　　た撚糸です。

　　　　セラミック繊維。

　　　　使用温度：１０００℃

　　　　線 　 径  ：　１．６mm
　　　　重　　さ   ：　１巻　約１．１１ｋｇ

　　　　１）切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
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　　セラミックヤーン　　　　　　　　　  　　 　AG　No　３００２

　　　　　特　 　長

　　セラミック糸

　　　　　施工上の留意点

　　　

　　　　　組　　　成

　　　　　使用温度

　　　　　標準寸法



本　　社　　
　　　〒８０５－００６１　福岡県北九州市八幡東区西本町１丁目７－８　
　　　　　　　　Tel (０９３)６６１－１３３２
　　　　　　　　Fax (０９３)６６１－１３６５
                E-mail　ganaito@crocus.ocn.ne.jp

広島出張所
　　　〒７３１－５１０１　広島県広島市佐伯区五月が丘２丁目１１－８
　　　　　　　　Tel (０９０)４５８２－１３６０

ガスケット工場
　　　〒８０８－０１０９　福岡県北九州市若松区南二島２丁目１１－８　
　　　　　　　　Tel (０９３)７９１－４８９８
　　　　　　　　Fax (０９３)７９１－２１４６
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