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スティック リネイチャー
容器に植物由来の原料を58%使用したスティックのり

PRODUCT DESCRIPTION
容器に植物由来の原料を58%使用した、ドイツ製のスティッ
クのりです。二酸化炭素排出量を減らし*、化石原料の消費
を抑制する*。乾燥を防ぐねじ式キャップを採用。水を含む
天然成分を98%配合。溶剤を使用していません。接着力が強
く、速乾・長持ち。滑らかな塗り心地で効率が良く、そして
もちろん水で落とせます。   * 標準タイプのウフ スティッ
クのりのライフサイクル全体平均値との比較（ウィーン・
Denkstatt社が2013年4月に算出）

FIELD OF APPLICATION
紙、ボール紙、写真、発泡スチロール、ラベル、布地などの
接着に適しています。

PROPERTIES
容器に植物由来の原料を58%使用  二酸化炭素排出量*を削減
（カーボンフットプリント削減）  化石原料の使用量低減*
    ねじ式キャップによる乾燥防止  製品本体には水を含む
天然成分を98%配合  溶剤不使用  速乾・強力・長持ち  水
で落とせる * 標準タイプのUHUスティックのりのライフサイ
クル全体平均値との比較（ウィーン・Denkstatt社が2013年4
月に算出）

CERTIFICATES & STANDARDS

Certificates

GREEN BRAND

NORDIC SWAN ECOLABEL

AUSTRIAN ECOLABEL

PREPARATION
接着面の要件:   接着する素材を清潔にし、水気、油脂分や
ホコリを取り除いてください。貼り合わせる面のうち片方は
吸収性のある素材でなければなりません。

APPLICATION
使い方: 
UHU stic ReNATURE is applied with light pressure onto
the materials to be glued. The parts are put together
immediately after applying the glue.
汚れ／はみ出し:  UHU stic ReNATURE can be easily
washed out with cold water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Acid free: はい

Chemical base: 加工デンプン

Colour: 白

Colour after curing/
drying:

透明

Consistency: たワックス状の固体

Drying/Curing time
approx.*:

45 秒

pH-value approx.: 10,5

Solvent free: はい

Washable: はい

Our advice is based on extensive research and practical experience. However, in view of the large variety of materials and the conditions
under which our products are applied, we assume no responsibility for the results obtained and/or any damage caused by the use of the
product. Nevertheless, our Service Department is always at your disposal for any advice needed.
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* Curing time may vary depending on a.o. surface,
product quantity used, humidity level and ambient
temperature.

生理的性質
UHU stic ReNATURE is physiologically safe.

PACK SIZES
スティックのり：8.2 g、21 g、40 g

STORAGE CONDITIONS
乾燥した、涼しい、霜の降りない場所に保管してください。
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