
みんなのニーズにジャストフィット！ ジャスト建材の6つの特徴

等

現金もカードも
OK!!

7:00～19:00（月～土）
7:00～12:00（祝）

吉野石膏/チヨダウーテ/ニチアス/A&AM/
アイカ工業/関包スチール/八潮建材/マグ/

旭ファイバー/創建/ナカ工業/大建工業/サワタ 他

ワンストップ手配で
ラクラク。

在庫購入も必要なし。

店舗・電話・FAX
様々なオーダーに対応。

施工管理技士在籍の
プロショップ

※時間外のオモテダシも可能　日曜定休日

豊富な在庫・品揃え!!各種メーカーの商品を一括配送可能!!

 03-6424-7233新規取引大歓迎
まずはお電話を！

ホームページもチェック!! http://justkenzai.jp/→

内装業の味方 ジャストマン

使い勝手
コンビニ感覚!!

必要な時に必要な数だけ！
みんなの便利な内装建材プロショップ

多様なお支払いが可能 すべての内装建材をラインナップ

早朝・土祝でも手配可能 あらゆる発注に対応

主要メーカー 施工方法・法令にも熟知

〒144-0056 東京都大田区西六郷4-35-8 TEL：03-6424-7233/FAX：03-6715-7810 
営業時間：7：00～19：00（月～土）　7:00～12:00(祝)　定休日（日）

皆様のご要望にお応えして、
祝日の午前中も営業しております!!

4枚セット8,800円(税抜) 39,000円(税抜)

1,000本入り×20箱

ジャスト建材
オリジナル加工台

精品工房 高輝度グリーンレーザー
ＳＨＶＨ515 墨出器 

ジャスト建材オススメ商品紹介

25,800円(税抜)

6,900円(税抜)

フリーサイズ

骨盤ベルト

腿ベル簡単脱チャック

バラ出荷

ＯＫ！

新規格

持ち運び

便利

軽天ラッパビス
3.5×22ｍｍ

オールマイティTD11L オールマイティLSオールマイティVS

7,400円(税抜) 7,400円(税抜) 7,400円(税抜) 8,300円(税抜)

つま先に
メッシュ採用
モデル

Dソール
搭載
モデル

ひも・ベルト
モデル

ミドルカット
モデル

樹脂製つま先　軽量

タニザワ フルハーネス
UXV-01A

万協フロアー
YPE-60～490・WP-50～470

ミズノワークシューズ

詳しい仕様はhttps://www.mizuno.jp/working/をご参照ください



こんなお困り事ございませんか？
色々な発注方法でジャスト解決!!

各メーカーの工場や倉庫での引き取りもＯＫ！
吉野石膏（関東各地）・チヨダウーテ（関東各地）・八潮建材工業（八潮・厚木・船橋）
関包スチール（浦安・伊勢原）・Ａ＆Ａマテリアル（東京足立・横浜都築・さいたま岩槻・熊谷・船橋）
ニチアス（厚木・春日部・野田）・旭ファイバーグラス（寒川）etc.

〈主要メーカー〉

在庫品を現場までお届けOK!
・各メーカーの商品をまとめてチャーター配送（有料）ＯＫ！
・路線便（佐川急便・ヤマト運輸）での出荷もＯＫ！

現場の乗り込みの日に合わせ、メーカー便で直送OK!

建材専門店の機能でジャスト解決!!

建材問屋の機能でジャスト解決!!

建材商社の機能でジャスト解決!!

足りない!!

間に合わな
い!!

送料を抑え
たい!!

素早い積み込み

電話またはFAX

電話またはFAX

在庫・現場の確認 現場までお届け

在庫の確認

時間に間に合い無事施工開始

数量・日程の確認 メーカー便で直送 大口の資材もラクラク解決

　現場の資材が足りなくなってしまった!! すぐに引き取りに行きたい!!CASE.1

　急ぎの施工が決まり資材が間に合わない!! 引取に行く時間も車もない!!CASE.2

　来週火曜日8時の荷揚げに合わせて納品したい！！CASE.3

軽鉄下地材

点検口

接着剤

養生材

石膏ボード

グラスウール

ロックウール

見切縁 他

ケイカル板

岩綿吸音板

金具部材

合板 他

品種 商品名 品種 商品名 品種 商品名

ビス

電動工具

ウエア等

ジャスト建材ならオールOK!!
お気軽にご相談ください!!

ジャスト建材㈱　標準在庫商品一覧（建材）

C38・Sバー・Wバー　3・4ｍ
JIS19型　C38・Sバー・Wバー　3・4ｍ
JIS25型　C38・Sバー・Wバー　4ｍ
全ネジボルト　1・1．5・2ｍ
ハンガー・ナット・各クリップ・各ジョイント
特殊クリップ　SC・WC (19・20・25用)
耐震クリップ　SC・WC
ランナー45・65　3・4ｍ　
ランナー20・25・38・40・50・75・90・100　3ｍ
角スタッド4045・4565　2.7・3・4m
角スタッド4020・4025・4050　3ｍ
角スタッド4575・4590・45100　4ｍ
45・65スタッド　3・4ｍ
50・75・90スタッド　3m
100スタッド　3・4ｍ
JIS 65スタッド　3・4ｍ　
JIS 100スタッド　4ｍ　
JIS 65ランナー　4ｍ
JIS 100ランナー　3ｍ
JIS振れ止め　C19・C38　3m
スペーサー各種
補強材　45・75・100　t=1.6mm　3ｍ
補強材　65　t=1.6mm　3・4ｍ
補強材　90　t=1.6mm　4ｍ
補強材　65　t=2.3mm　3・4ｍ
補強材　100　t=2.3mm　3ｍ
鉄板　t=0.8 200×910・1829
錆止めスプレー
アルミ 天井用 額縁・目地タイプ
塩ビ 壁用　ｔ9・12
スマートⅢ9.5・12.5ミリ用（ホワイト）
ＭＪＫ型マグネット 12.5ミリ用（ホワイト）
木工用ボンド
化粧板用ボンド
化粧板用両面テープ
コンクリート用ボンド
速乾ボンド
S1工法用ボンド
プラレン・木レンガ用ボンド
耐火目地用シーラント
Z－3（スプレーのり）
Gクリヤー・カベコーク・ペネット
変成シリコン・シリコンコーク・KU999
エコフルガード
ブルーシート・ホワイトシート
ポリフィルム
床養生シート
防炎シート
スパッタシート2号
プラベニヤ
養生テープ　緑・白・桃・青
布ガムテープ・布カラーテープ
布両面テープ
PPガラ袋・土のう袋
ケミカルマスカー・マスキングテープ
ダンプロンテープ
アルミ引き違い扉　シルバー・ホワイト
アルミ片開き扉　シルバー

準不燃 石膏ボード（V）
不燃 石膏ボード （V）
防水 石膏ボード （V）　9．5・12．5
不燃防水 石膏ボード （V）
ハイクリンボード アートタイプ（布目）　9．5・12．5
タイプZ　12．5・15・21
スーパーハード　9．5
ハイパーハードC
ジプトーン・ライト （準不燃 ・ 不燃）
不燃マーブルトーン・ライト　3×3
タイガートーン　1.5×3・3×3
ニュータイガートーン　3×3
タイガーグラスロック　5
GLボンド
ジプシール
各種ロックフェルト
ジプタイト・Uタイト
タイガーグラスパット
トラボンド
サクビボンド
ロール 24ｋ50ｍｍ
ロール 32ｋ50ｍｍ
ベースボード 96ｋ25ｍｍ
GPACマット10
GPACマット24
GC32　白・薄手　25・50－2×3
PKセット アルミ32・57（白）
MGボード 80　25・50－2×3
MGボード 150　25・50－2×3
MGビルパック 30～50kg　50－303×1360
MGビルパック 30～50kg　50－455×1210
フェルトNR
ラワン構造用合板12　（特類・2級）
ラワン合板 2.5・5.5・9
針葉樹合板 9・12 （特類・C－D）
パーティクルボード 20　＊18M品
万協フロア　YPE60～490・WP50～470
LVL　30×40×2.7ｍ
垂木　30×40×3・4ｍ
遮音シート t=1.2
防湿防水シート
プラレン
耐火パテ （区画貫通措置部材）
ウレタンフォーム充填材 各種
塩ビ コ型　6・9・12用
塩ビ 十手型　9・12用
L型コーナー25・40　
L型コーナー25・40　テープ付
フリーコーナー25　テープ付
フリーコーナー40　テープ付
L型コーナーRフリー25
L型コーナー 9×25・12×25
アルミ コ型　6・9・12用
アルミアングル 20・25・30
ワンタッチライナー10
平角 3×10 テープ付
ハット目地3テープ付
亜鉛目地板

ケイカル 4・5・6・8・10・12　3×6
ケイカル 6・8　面取品　3×6
ケイカル 6　3×3　面取品もあり
FGボード 6　3×6
フレキシブルボード 6
カットシールW
パーマボンド・キルボンド
水性シーラー
ソーラトン 9・12
ソーラトンキューブ 12・15・19
ソーラトン不燃軒天 9・12
ソーラトン不燃軒天キューブ 12・15
ソーラトンワイド 9・12
ダイロートン 9・12
ダイロートンリブ12・15・19
ダイロートンシステム　（ラインタイプ）
各種ダイロートンシステム部材
耐風圧ハンガー・SC・WC （C38用）
Gブレース
アングルピース 穴あき
吊元ロック
LGフック
チャンネルホルダー C38用
フレドメロック バネ式
フレドメ 3065
C38ワイヤークリップ S
新クロス金具
38フック
ハンドブレス
かんたんすじかい Bタイプ
スターパッチ 4045
Zネコフラット
羽子板ボルト 60・80・100
パーティション取付金具 （パナソニック）
赤とんぼⅡ
クイックハンガー
SEハンガー
ぶらんこFN ・ SK ・ F
ALCハンガー AU45・75
つりもくハンガー
つりてつハンガー
防振ハンガーワンタッチ （小）
角スタクリップ4045＆C38・C25・C19
羽子板ハンガーミニ
ニューテンＳクリップ C38
タイガーアジャスター10A　*10用ランナーSP
USミニ
ウラジ君Ⅱ
フリフリハンガー
ふっくちゃんKB
つりっこ2号A
つりっこボーイA・C・E
軽天ラッパ・カラー・フレキ・ドリル・コーススレッド
ステープル　J・MA各種
ワンタッチ・インパクト・タッカー・コンプレッサ
ガスネイラ・切断機・レーザーetc.
作業着・空調服・安全靴
フルハーネスetc.

在庫品以外も
お取り寄せ

各メーカー便の
現場配送

在庫品の
チャーター配送

※ビス・電動工具等および上記以外の商品も対応しております。お気軽にお問合せ下さい。

PiP
iPi

PiP
iPi

電話またはFAX

PiP
iPi

資材が揃って施工完了

A社

B社
C社


