
201 グラマー 202 コクーン2 高分子ワックス 203 フィットネス＜体育館用＞ 204 T-2000

205 T-3000 206 プロテクトフィニッシュ 207 コクーン3 メディカルガード 208 コクーン4 防水プロテクト

209 アンダンテ 211 212 213

220 柱用ワックス 222 ビーズワックス 223 クリアーストーン

224 水周りフッ素コート M 225 水周りフッ素コート T 226 水周りフッ素コート C 227 水周りフッ素コート S

227 フッ素3液各250gセット 227 フッ素4液各250gセット 227 フッ素3液各100gお試し 227 フッ素4液各100gお試し

業務用フッ素
コーティング剤
の便利なセット
\38,060→
\26,640

業務用フッ素
コーティング剤
の便利なセット
\51,040→
\35,730

業務用フッ素
コーティング剤
の便利なセット
\17,610→
\12,330

業務用フッ素
コーティング剤
の便利なセット
\23,620→
\16,530

228 描かせま千造 229 ランバーオイル 233 すべらんぞう 234 クリスタルムッシュ

237 UVカット防水プライマー 238 UVカットプライマー 239 防水プライマー 240 ウッドプライマー

241 ウッドコート 242 割れストップ 244 帯電防止剤 246 防菌・防黴剤

鏡・ガラス・ステンレス
用超撥水コート剤 耐
久性・耐摩耗性
500g\23,360→\16,360
1kg \42,050→\29,440

玄関タイルや石材等
の防傷・防水・防汚・
艶出し効果の保護剤
2L \23,760→\16,630
4L \42,770→\29,940

ケヤキ・楓・紅葉に自
然の色合いと上品な
深みを出すオイル
4L　\28,510→\19,950
16L\92,380→\64,670

白木・建具・木材の日
焼け･変色･干割れ･雨
ジミ防止＆保護剤
4L　\17,820→\12,470
18L\63,510→\44,460

変色・干割れ防止 呼
吸する被膜を形成す
る水溶性
4kg　\9,980→ \6,990
18kg\35,560→\24,890

絨毯の静電気による
埃付着防止 ふっくらと
ソフトに仕上げる
2kg　\7,520→\5,270
4kg \13,540→\9,480

スプレーして黴菌を抑
制する水周り・室内・
住宅用防カビ剤
1kg  \6,290→\4,400
2kg \10,300→\7,210

無垢木床用水溶性ウ
レタン樹脂塗料　紫外
線防止＆撥水効果
1kg \12,360→ \8,650
2kg \22,240→\15,570

無垢木床用の水溶性
ウレタン樹脂塗料　紫
外線防止効果あり
1kg \10,300→ \7,210
2kg \18,540→\12,980

無垢木床用の水溶性
ウレタン樹脂塗料　撥
水効果があり
1kg \10,300→ \7,210
2kg \18,540→\12,980

無垢木床用の水溶性
ウレタン樹脂塗料　
ワックスの上塗り可能
1kg　\8,580→  \6,010
2kg \15,440→\10,810

下塗り用　防水性・含
浸性・耐変色性・耐退
色性に優れる
500g\21,780→\15,250
1kg \39,200→\27,450

ウレタン配合で高光
沢・高硬度・耐久性・
耐水性・耐熱性
18kg \62,850
　 → \44,000

柱・白木用防汚＆艶
出し シリコンタイプの
水溶性ワックス
4kg \17,820→\12,470
18kg\63,510→\44,460

柱・建具・家具の艶出
し＆防汚の固形油性
ワックス 天然成分
200g \6,290→ \4,400
800g\17,110→\11,980

玄関タイルや石材等
の防傷・防水・防汚・
艶出し効果の保護剤
4L　\28,510→\19,950
16L\92,380→\64,670

ワックスフリー床等ツ
ルツルして密着性の
悪い床用
18kg \42,350
　 → \29,650

非有機リン系可塑剤
＆アルデヒド除去剤配
合で環境対策完璧
18kg \72,920
　 → \51,040

床との密着性に優れ
再塗布性が良い下塗
り剤プライマーコート
18kg \29,700
　 → \20,790

業務用大人気定番床
ワックス　光沢・持続
性・耐久性とも抜群
18kg \29,700
　 → \20,790

ヒールマークが付き難
い土足対応ワックス　
高光沢・耐久性抜群
18kg \47,300
　 → \33,110

適度な滑り止め効果
があり体育館・老人
ホーム・バリアフリー用
18kg \47,300
　 → \33,110

ｼｯｸﾊｳｽ除去ｽｸｰﾙﾜｯｸｽノンワックス床用 Best100 ノンワックス床用 Best200

上塗り用　耐候性・耐
久性・耐摩耗性に優
れる
500g\23,360→\16,360
1kg \42,050→\29,440

トップコート用　平滑
性・撥水性・防引性・
耐熱性に優れる
500g\23,360→\16,360
1kg \42,050→\29,440

高濃度ウレタン配合　
高硬度・耐久性・高光
沢・耐水性・耐熱性
18kg \78,570
　 → \55,000

高硬度の塗膜で防傷
効果一番のフロアコー
ティング用ワックス
18kg \84,700
　 → \59,290

耐アルコール性・耐水
性がが特長で耐ヒー
ルマークも付き難い
18kg \51,700
　 → \36,190

耐アルコール・耐尿・
耐水性が高く耐ヒール
マークも付き難い
18kg \57,200
　 → \40,040

非リン系レベリング剤
を使用した環境対策
用床用ワックスです
18kg \66,000
　 → \46,200

石材用コーティング剤 
高硬度で耐久・防汚・
防傷・耐水・耐熱
1L　\22,000→\15,400
2L　\39,600→\27,720

玄関タイルや石材の
滑りをミクロの凹凸を
形成して止める
1kg　\7,480→\5,240
2kg \13,460→\9,430

東洋産業株式会社
〒370-0021群馬県高崎市西横手町459-39

TEL：027-350-1040／FAX：027-350-7200
http://www.floor-wax.jp

http://www.pet-wax.jp  /  http://www.barrier-free-wax.jp
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床用ワックス

保護コーティング剤
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①インターネット注文の場合は上記格安価格（10％税込）でご提供
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250 高性能剥離剤パピヨン 145 ハクリ剤-E 252 外壁クリーナー グレート 253 強力クリーナー グレース

254 ウッドクリーナー 255 ヤニクリーナー 256 タイル用クリーナーEX 257 湯アカピカリン プロ

258 パイプクリーナー 259 オドカット 261 オドカット 2 ＜高濃度版＞ 260 カーペットクリーナー

270 リカバリー 271 リカバリーセット（2液） 272 A剤・B剤 273 あく洗いセット（3液）

フローリング･白
木のカビ除去・
漂白・シミ抜き
1kgｾｯﾄ　\8,980
2kgｾｯﾄ \16,150

白木のカビ取
り・シミ抜き＜医
薬用外劇物＞
1kgｾｯﾄ　\8,980
2kgｾｯﾄ \16,150

木質･白木のあ
く洗い＜医薬
用外劇物＞
1kgｾｯﾄ \13,180
2kgｾｯﾄ \23,730

274 L&B剤 275 カビ吉　木材用／キッチン用

301 ハンディーモップ 303 柄付きモップ 305 スクイージー（マスター） 306 シャンプーセット

階段や狭い場
所に手軽にワッ
クス掛けできる
\2,200→\1,870
替え布→\1,200

伸縮式の柄が
付いて立って
楽々ワックス
\5,940→\5,050
替え布→\2,060

米国大手 エト
レー社製 窓拭
き掃除道具
35cmサイズ
\3,190→\2,720

米国大手 エト
レー社製 窓洗
浄掃除道具
35cmサイズ
\3,960→\3,370

307 リーチポール 308 コテ刷毛セット 311 プロ補修キット DX 312 プロ補修キット ST

米国エトレー社
製 窓掃除用延
長ポール
1.2m（2段）
\5,500→\4,680

各種コーティン
グ剤塗布作業
道具
1セット
\2,200→\1,870

床の様々な傷
補修 プロ用デ
ラックスセット
\39,600→
\27,500

床の様々な傷
補修プロ用スタ
ンダードセット
\24,200→
\16,500

313 木部の補修キット 314 ネオスティック18色セット 315 床鳴り補修キットST 316 床鳴りストップ

床や木部の傷
補修 使いやす
い一般用セット
\11,880→
\8,780

すぐに色が作
れて簡単なクレ
ヨンタイプの床
の補修剤
\6,820→\4,730

キリで穴を空け
て液を注入す
る根太鳴り用
\25,080→
\17,600

木質の漂白・カビ取
り・シミ抜き・カビ止め・
殺菌効果・アク抜き
1kg　\8,470→\5,930
2kg \15,250→\10,670

樹脂ワックス膜の剥離
剤 アルカリ性の液体
タイプで抜群の性能
2kg  \7,520→\5,270
4kg \13,540→\9,480

施工面・塗装面等の
木材用中性剥離剤で
素材に優しい
1kg \7,480→  \5,240
4kg\24,230→\16,960

強アルカリ性で外壁・
コンクリート・タイル等
石材等を強力洗浄
4kg \13,540→ \9,480
18kg\48,270→\33,790

穴を開けずに継ぎ目
に注ぐ実鳴り用 ｱﾙﾃﾞ
ﾋﾄﾞ除去剤配合
500g \11,550→\8,090
1kg \20,790→\14,550

白木の強力染み抜き
剤木質が綺麗に甦る
＜医薬用外毒物＞
1kg　\8,580→  \6,010
2kg \15,440→\10,810

木材や浴室･キッチン
の頑固なカビを奇麗
に落とし漂白除去する
4kg   \8,620→ \6,040
18kg\30,730→\21,520

床用・木質用中性洗
剤 除菌成分配合・素
材・手肌に大変優しい
4kg \21,380→\14,970
18kg\76,210→\53,350

松・栂等のヤニを綺麗
に表面除去 シールや
テープ痕剥がしにも 
1L  \6,290→ \4,400
2L \11,090→\7,770

浴室・浴槽等の水垢・
湯垢・カルキを浸漬方
法で除去 高濃度版
1kg  \8,580→  \6,010
2kg \15,440→\10,810

台所・浴室の排水パイ
プ強力分解&漂白除
菌＜医薬用外劇物＞
1kg \8,470→ \5,930
2kg\15,250→\10,670

腐敗菌・バクテリアを
死滅&分解除去 強力
消臭除菌処理剤
2kg　\7,520→\5,270
4kg \13,540→\9,480

腐敗菌・バクテリアを
死滅&分解除去 強力
消臭除菌処理剤
2kg　\9,030→ \6,330
4kg \16,250→\11,370

外壁材やタイルの水
垢鉄サビ等を強力除
去＜医薬用外劇物＞
1kg \6,290→\4,400
2kg \9,900→\6,930

絨毯の頑固な汚れを
攪拌除去 汚れ再付着
防止剤配合
1kg \6,290→\4,400
2kg \9,500→\6,660

弱アルカリ性で塗装を
剥がさずに頑固な油
汚れや雨染み等を強
力に洗浄
18kg\35,560→\24,890

東洋産業株式会社
〒370-0021群馬県高崎市西横手町459-39

TEL：027-350-1040 ／FAX：027-350-7200
本サイト ： http://www.floor-wax.jp
ペット専用 ： http://www.pet-wax.jp
バリアフリー： http://www.barrier-free-wax.jp

剥離剤・クリーナー

漂白剤

施工道具・床補修グッズ
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