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テサテープ（布地） 

19mm×20m    10本 

¥5,500 税別 

梨地（ﾊｰﾈｽ）テープ 

19mm×20m    10本 

¥1,600 税別 

保護フィルム 
125mm×100ｍ×1本  

¥3,500 税別 

一般的なﾌﾞﾙｰﾌｨﾙﾑよりも厚みがあり 
キズが付きにくいフィルムです。 

サイドステップ施工例 

ドアノブ周り施工例 

キズを付けてから後悔される前に、おすすめです。 

厚み : 0.085mm 

伸縮性の高い 配線用テープ 
配線処理に欠かせないアイテムです。 

自動車メーカーで採用されている耐久性信頼性 
抜群の布地のテープです。 
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① 

② 

PMBC200 大容量リレー 
¥13,300 税別 

① 5極リレー（tyco製） 
12V/30A    10個 

¥5,000 税別 

５極リレー＆ソケット 

② BRST リレーソケット 

¥3,000 税別 

ATCヒューズブロック 
6連タイプ（ヒューズ別売） 

¥3,800 税別 

DS-059F-NF 
ラウンドスイッチ ON-OFF 

¥1,800 税別 

2極端子 

200A対応 

ATCフューズ用 

10個 

信頼性ならtycoです。 

端子付      10個 
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3M Tタップ BLUE 
1.25～2.0sq    100個 

¥2,400 税別 

3M 接続コネクター BLUE 
1.25～2.0sq    100個 

¥2,050 税別 

3M Tタップ RED 
0.5～0.85sq    100個 

¥2,400 税別 

3M 接続コネクター RED 
0.5～0.85sq    100個 

¥2,050 税別 

Tタップ  接続例 
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熱収縮チューブ 
配線をビニールテープを巻いて絶縁する方法がありますが、もっときれいに 
仕上げるために「熱収縮チューブ」を使います。 
熱収縮チューブは、ヒートガンで熱を加えると縮んで細くなる絶縁材です。 
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Sound Material 
高音質 アスファルト系 制振材 Vibration 

素材にこだわった made in JAPAN の制振材。 
ヒートガンで温めて施工するタイプです。 

サイズ : 800mm × 725mm × 1.5 mm 
入数    : 8枚 

沖縄県・離島 除く 
同梱発送不可送料無料



Sound Material (サウンド マテリアル) 
  近年の最先端の科学的素材を使用したデッドニングシートは選びきれないくらい発売されています。
それらの多くのシートは、振動エネルギーを熱エネルギーに変換するだけでなく、どれだけ効率よく
出来ているかなどを競っています。シート単体で考えるととても良い製品です。しかしそれらのほと
んどは建築や医療機器などの振動を抑えるためのもの。カーオーディオ用として開発されたものは少
ないかもしれないのです。車を静かにさせたりするのには目的として合っているかもしれません。様々
な素材を研究した結果、アスファルト系 制振材  Vibration (バイブレーション) を発売します。           
アスファルト系のシートは貼りつける施工にヒートガンを使い、時間もかかります。しかし、ブチル
やアルミ系のシート、さらにはビニール系のシート、もっと最先端の素材よりもスピーカーから出力
される音はより自然で、カーオーディオには適していると判断しました。                                                
輸入車の多くや、日産、マツダなどの樹脂パネルを採用したドアへの施工にも適していると考えまし
た。しっかりと熱を加えて複雑な形の樹脂パネルにも密着させることが可能です。硬いシートでは不
可能なのです。音のための素材。そんな気持ちからこのサウンドマテリアルは生まれました。                                                                       
スピーカーの振動板は、未だにペーパーコーンやツィーターにはシルクドームが採用されています。予
算の限られる入門機でなく、ハイエンド機に多く採用されています。そのメーカーが良いとされる音
を聞かせるのには必要と判断されているからです。素材は古くからあるアスファルトですが中音域か
ら高音域の音色の美しさは、振動を無くしてしまうハイテク素材とは違います。良い音を得るために
このSound MaterialのViberationを使ってみてください。 

     Viberation (バイブレーション)                               希望小売価格  1枚   5,400円(税込)   5,000円(税別) 

     SPEC : 素材 : アスファルト系   /    サイズ 800mm × 725mm × 1.5mm   
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ESW-4030-4   4枚 

東京防音  エステルウール 

¥1,625 税別 

40cm×30cm  20mm厚 

ESW-4030-30  30枚 
¥11,700 税別 

東京防音  ミニソネックス 
中域～低域まで、幅広く効果的に吸収し、特性にも癖がないので、 
音響的なバランスにも優れた理想に近い吸音材です。 
SN-3045      4枚 

各 ¥5,135 税別 

色：ブラック、グレー 
厚さ：24mm   30cm×45cm 

吸音材 

エプトシーラーロール  EE1040 
① 厚さ：  5mm   2cm×2m  20本 

¥4,800 税別 
② 厚さ：10ｍｍ   2cm×2m  10本 

¥4,800 税別 

スポンジテープ   5ｍｍ幅 
5mm×1.5mm×25cm   80本(2ｼｰﾄ) 

¥2,400 税別 

スピーカーフレームのバッフル接地面に貼ることで 
密着力、防水性が向上します。 

スピーカー背面拡大 施工例 

空気の流れをコントロールします 

ドア内張り裏 

スピーカー裏施工例 

エプトシーラー TFC-3010-10 
厚さ：5mm   30cm×25cm  10枚 

¥7,800 税別 

¥11,800 税別 

エプトシーラー TFC-3025-10 
厚さ：10mm  30cm×25cm  10枚 

② ① 
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世界有数ブランドOZITE（ｵｰｻﾞｲﾄ）製です。

①ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ②ﾍﾞｰｼﾞｭ ③ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

② ① 

④ ③ 

のり付きカーペット 

各 ¥12,250 税別 

サイズ：110cm×5m 
COLOR 

①チャコールグレー 
②ベージュ 
③ライトグレー 
④ブラック 

グリルクロス（ジャージネット） 

各 ¥2,900 税別 

サイズ：90cm×172cm 
COLOR 

①ブラック 
②ダークグレー 
③ライトグレー 
④ベージュ 

AM8 
   チャコールグレー   

¥16,000 税別 

100cm×9m弱   厚さ：2.8mm 

AM9  
   ワインレッド   

¥16,000 税別 

AM12    
   ブラック   

¥16,000 税別 

AM16   
   シンダー（ダークグレー）  

¥16,000 税別 

オートモーティブ  カーペット 

※生産完了 在庫限り 
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9B6    
色：ブラック    

¥16,000 税別 

A21  
色：チャコールグレー    

¥16,000 税別 

TCSM10 

スピーカービンディングポスト 

¥650 税別 
開口：52mm角 外寸：75ｍｍ

RDK-24 

スピーカービンディングポスト 

BPDG 
バナナピン 

1個 
¥640 税別 1個 内径：48.5mm 外径：75ｍｍ 

¥280 税別 1個 

135cm×9m弱   厚さ：2mm トランクライナー 

DIYウーファーBOX   エンクロージャー組立キット 

FSP110.１ FPS112.1 
12インチ用シールド型 10インチ用シールド型 

サイズ：400mm×405ｍｍ×345mm 

容積： 28L 
ユニット取付開口：280mm 

30cm×1pc サブウーファー用 
カーペット仕上げ 

¥7,150 税別 

サイズ：340mm×355ｍｍ×295mm 

容積： 20L 
ユニット取付開口：235mm 

25cm×1pc サブウーファー用 
カーペット仕上げ 

¥6,500 税別 

NEW 
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ご注意
　  パテは、ソーラー・イサム問わずメーカー直送
　  出荷品となります。
　  送料が必ず掛かりますので、ご注意ください。

イメージ 

ソーラー  カーボンパテ 
   内容量：2.8kg 

¥5,800 税別 
   硬化剤セット 

ソーラー  極み＃80 
内容量：3.2kg 

¥5,800 税別 
硬化剤セット 

イサム グラスファイバーパテ 
内容量：4kg 

¥6,800 税別 
硬化剤セット 

パンチングメタル  スチール 
3Φ×4P  開口率 51％ 

¥7,000 税別 
0.5mm×30cm×40cm   2枚 

スピード切削！ 時短シリーズ！ 

パンチングメタル  

   ソーラー直送となります     
  納期：3営業日~ 
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仕切
アクリル透明　　   3mm  1300×1100　　
アクリル透明　　   4mm  1300×1100
アクリル透明　　   5mm  1300×1100
アクリル透明　　   6mm  1300×1100
アクリル透明　　   8mm  1300×1100
アクリル透明　　 10mm  1300×1100
アクリル透明　　 15mm  1300×1050
アクリル透明　　 20mm  1250×1000
押出しミラー　透明 鏡用   2mm  1300×1100
押出しミラー　透明 鏡用　   3mm  1300×1100
ハーフミラーMRH-001   2mm  1300×1100(透明度10%)
ハーフミラーMRH-001   2mm  1300×1100(透明度30%)
ハーフミラーMRH-001   3mm  1300×1100(透明度10%)
ハーフミラーMRH-001   3mm  1300×1100(透明度30%)

※ 予告なく価格が変更になる場合がございます。

  9mm  2440×1220 時価
12mm  2440×1220　 時価
15mm  2440×1220　 時価
18mm  2440×1220　 時価
21mm  2440×1220　 時価
24mm  2440×1220 時価

※ユーロの関係で価格が変動いたします。

¥42,800
¥42,800

サイズ（mm）  価格

¥19,100
¥22,700
¥34,800
¥34,800

¥50,750
¥66,370

¥16,380
¥19,660
¥26,400
¥32,800

品名 サイズ（mm）
¥10,350
¥13,110

アクリル 

フィンランドバーチ 4×8板 
●構造用ラワン材の2倍以上の硬度 
●-30℃にもなる厳寒な北欧で育った白樺を使用した高密度材 
●クリアーで高音質な音響特性を持ちバッフル材やエンクロージャー用としておすすめです。 
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注）ガン本体は、含みません。

TYPE-Q  

内容量：50ｇ 粘度：高粘度 
¥1,300 税別 

シアノン  瞬間強力接着

プライマー スプレー400 
内容量：420cc 

¥1,800 税別 
用途：硬化促進剤 

TYPE-Z  

内容量：50ｇ 
¥1,300 税

SOP Card Board 
サイズ：1×20×550mm 

¥5,000 税別 100枚 

ホットメルト  グルースティック 

¥3,500 税別 
11Φ×250mm 
10本 

TWリング固定用”TYPE-Q” 

カードボード 浸透用”TYPE-Z” 

ガン吹き用ゴム系強力接着剤  USボンド 

・ツィーターの落とし込み、角度付けの骨に使用することでインストールの効率UP 
・厚さ 1mm程 、作業性の良い 使いやすさを重視した丁度良い硬さと柔らかさ 
・両面コートなしタイプ 、瞬間接着剤硬化後のボンド・パテの食い付きも抜

材質：積層紙 

糸切れが少ない、万能型の 
中粘度瞬間強力接着剤 

   プロユース浸透系 
低粘度瞬間強力接着剤 NEW 

粘度：しゃばしゃば 

¥2,500 税
内容量：100ｇ 

TYPE-Z 
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火気厳禁。火気のあるところでは使用しないで下さい。

直射日光の当たらない場所で、5 ℃～35 ℃で保管して下さい。

USボンド 1L缶 
¥3,000 税別 

USボンド 4L缶 
¥9,000 税別 

USボンド 一斗缶(約17L) 
¥20,000 税別 

ガン吹き用ゴム系強力接着剤  USボンド 

特長 
1. 速乾で、粘着保持時間がノントルエンタイプより長いので作業性に優れます。（約1時間程） 
2. トルエン含有で接着力が高く、初期接着性に優れます。 
3. 耐水、耐久性、耐熱性に優れます。 
4. 糸引きが少ないので、グリルクロスやスエード薄生地などの接着剤が染み込みやすい素材も 

ガン吹き量の調整だけで容易に塗布できます。 

用途 
●自動車等車輛の内装材の接着 
●木材、金属、ゴム、繊維、断熱素材の接着 

注意事項 

推奨 
●スプレーガンの口径 2.0～2.5Φ 
●吹き出し量0.3～0.5MPa    
●接着保持時間 60分程度 

全サイズ  送料無料対応!! 

   ※沖縄・離島を除きます。 
   ※その他商品同梱発送不可 

1L缶は、有償サンプルですので、一店舗様1回限り送料無料対応
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ドア通線の際にケーブル保護としてご利用ください。

スクリューキャップ ブラック 
プラスビスはめ込みタイプ 

¥3,500 税別 100個 

スクリューキャップ ブラック 
オールマイティータイプ 

¥3,500 税別 100個 

グリルスナップ M メス  開口：8Φ 
¥5,000 税別 100個 

グリルスナップ Ｌ メス  開口：11.5Φ 
¥5,000 税別 100個 

グリルスナップ M オス 
¥5,000 税別 100個 

グリルスナップ Ｌ オス 
¥5,000 税別 100個 

ラバー ドアブーツ（ゴム製） 
サイズ：8Φ×130mm  

¥560 税別 2個セット 

100個 ケーブルクランプ 
¥840 税別 6.5Φ（1/4"） CCB-14 

¥980 税別 13Φ（1/2"） CCB-12 
¥840 税別 9.5Φ（3/8"） CCB-38 

¥1,260 税別 25Φ（1"） CCB-1 
¥1,120 税別 19Φ（3/4"） CCB-34 

同サイズのオス、メスセットで 
ご利用ください。 

1L缶は、有償サンプルですので、一店舗様1回限り送料無料対応
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ウルトラスエード RX 

※カット代 1,000円/色 別途掛かります。

Ultrasuede  RX 
最高級人工スエード。旧商品名アルカンターラと言えば、(株)東レ製品として誰もがご存時かと思います。 
輸入車や高級グレードの国産車の内装に自動車メーカー純正採用されていて、耐候性、耐久性 
耐水性、難燃性に大変優れた素材です。 

ウルトラスエード  RX 
サイズ：1mm×142cm  

¥12,000 / m 税別 

Ultrasuede  XL 

サンプル帳（送料込） 
¥1,500 税別 

1m以上でのご注文品です。 

142cm 幅 

15 



ver.1711 unitedsound parts

※カット代 1,000円/色 別途掛かります。

Ultrasuede  XL 
ウルトラスエード XLは、上質なスエードを想わせるやわらかな風合いと手触りを超極細繊維技術を 
有する(株)東レが実現した商品です。 
上質な素材感、美しい発色、色落ちしにくく、伸縮性に富んでいて作業性に優れます。 

ウルトラスエード  XL 
サイズ：0.5mm×115cm  
¥８,800 / m 税別 

サンプル帳（送料込） 
¥1,500 税別 

●伸縮性があるので、ピラーなどのインストールに。 
●白系の色には、色の出にくいUSボンド(※)をおすすめします。 

弊社オリジナルUSボンド 
      (※) P13 参照 

トータル2m以上でのご注文品です。 

115cm 幅 

インストール用ボンド 
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シャミー  707J 
Ultrasuedeに比べ耐候性は落ちますが、コストパフォーマンスに優れたスエード調素材です。 

シャミー  707J 
サイズ：0.5mm×115cm  

 ¥4,800 / m 税別 

サンプル帳（送料込） 
¥2,000 税別 

トータル2m以上でのご注文品です。 

素材： 人工スエード 

●伸縮性があるので、ピラーなどのインストールに。 
●白系の色には、色の出にくいUSボンド(※)をおすすめします。 

弊社オリジナルUSボンド 
      (※) P13 参照 

115cm 幅 

インストール用ボンド 
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アミー 
サイズ：1mm×122cm  

¥1,500/ m 税別 

サンプル帳（送料込） 
¥2,500 税別 

トータル2m以上でのご注文品です。 

色調： 艶消しレザー 

122cm 幅 

アミーは、自動車専用に開発された上質な合成皮革レザーです。 
生地メーカーとして、どこよりも早く、難燃性JIS企画及び自動車安全基準に合格し、自動車内装に 
多種にわたり活用されています。伸縮性にも優れ、インストーラーの方々からご好評いただいています。 

※は、在庫限りの商品です。 

弊社オリジナルUSボンド 
がオススメ 
      (※) P13 参照 

インストール用ボンド 

高級レザー アミー 
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天井ウレタンフォーム     3mm  /  5mm 
ウレタンにトリコット（ナイロン素材）を貼り付けた難燃性ウレタンフォームです。 
自動車難燃規格合格品ですので、自動車の天井張替え用としてご利用ください。 

色：グレー 色：クローム（ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ） 

色：ベージュ 色：ブラック 

各 ¥5,000 / m 税別 

サイズ：3mm×150cm  

難燃    FMVSS302 
サイズ：5mm×150cm 

トータル2m以上でのご注文品です。 

有償 サンプル帳 ございます。 
150cm 幅 

裏地：難燃性ウレタン 

●低年式車の天井落ちやピラー生地等剥がれの補修に最適です。 

例）天井落ち 
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ご注意：メーカー直送マークは、メーカーより直送出荷となりますので、
             ご購入金額にかかわらず、別途送料掛ります。

    ユナイテッドサウンド 
〒344-0056 埼玉県春日部市新方袋87 
TEL: 050-3532-9055    FAX: 048-761-5836 
e-mail: unitedsound@toptone.co.jp 

150c 幅 

ウレタンフォーム メッシュ 5mm厚 

難燃性天井ウレタンフォームの派生モデルです。通気性に優れ、デザイン性のあるメッシュタイプです。 
車輛天井やドア等の車内装へご利用ください。 

各 ¥5,800 / m 税別 

難燃    FMVSS302 
サイズ：5mm×150cm 

トータル2m以上でのご注文品です。 

ウレタンフォーム メッシュ 

NEW!! 
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