
＜床用ワックス比較表＞ 2020年6月1日現在

No. 一般家庭用商品 2kg 4kg 18kg 塗膜硬度 耐久目安 耐久性 耐傷性 耐水性 耐尿性 耐アルコール 作業難易度 滑り止め 主成分 特長

001 高分子樹脂ワックスG ¥6,780 ¥12,200 ¥43,470 3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 当社定番ワックス・艶あり

002 ウレタン樹脂ワックス ¥11,240 ¥20,240 ¥72,120 3H～4H 2年～3年 ★★★ ★★★ ★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐久性・防傷性

003 ワンにゃんワックス ¥7,700 ¥13,860 ¥49,400 1H～2H 半年～1年 ☆ ★★ No.1 アクリル合成樹脂 防滑・ペット用

004 ウレタンワンにゃんワックス ¥12,780 ¥23,010 ¥81,990 2H～3H 1年 ★ ★ ★★★ No.2 ウレタンアクリル樹脂 防滑・防傷・ペット用

005 フィットネス　＜一般用＞ ¥7,320 ¥13,170 ¥46,930 1H～2H 半年～1年 ☆ ★★ No.3 アクリル合成樹脂 防滑・ダンススタジオ用

006 床用マットワックス　＜強力タイプ＞ ¥7,700 ¥13,860 ¥49,400 3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 当社定番ワックス・艶なし

007 アルデヒド除去ワックス ¥8,320 ¥14,970 ¥53,350 3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 アルデヒド分解

008 アルデヒド除去ウレタン樹脂ワックス ¥12,780 ¥23,010 ¥81,990 3H～4H 2年～3年 ★★★ ★★★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 アルデヒド分解・防傷性

009 ウレタンプロテクト ¥13,170 ¥23,710 ¥84,470 5H 4年～5年 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ウレタンアクリル樹脂 超耐久性・超耐傷性・フロアコーティング用

010 ワンにゃんハードプロテクト ¥14,630 ¥26,330 ¥93,850 4H 3年～4年 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ No.6 ウレタンアクリル樹脂 耐傷性・ペット用

011 防水ワンにゃんプロテクト ¥13,860 ¥24,950 ¥88,910 2H～3H 1年～2年 ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ No.5 ウレタンアクリル樹脂 耐水・耐尿・耐アルコール・ペット用

012 強力防水プロテクト ¥13,860 ¥24,950 ¥88,910 3H～4H 2年～3年 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐水・耐尿・耐アルコール・耐傷

013 防水ウレタン床ワックス ¥12,780 ¥23,010 ¥81,990 3H～4H 1年～2年 ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐水

014 メディカルワックスガード ¥11,240 ¥20,240 ¥72,120 3H 1年 ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 耐水・耐アルコール

015 ノンワックス床用ワックス ¥8,320 ¥14,970 ¥53,350 3H 1年～2年 ★★ ★★ ★★ ウレタンアクリル樹脂 密着性に優れたワックス不要床用

016 アルデヒド除去ワンにゃんワックス ¥9,240 ¥16,630 ¥59,280 1H～2H 半年～1年 ☆ ★★ No.1 アクリル合成樹脂 防滑・ペット用・アルデヒド分解

017 アルデヒドウレタンワンにゃんワックス ¥13,860 ¥24,950 ¥88,910 2H～3H 1年 ★ ★ ★★★ No.2 ウレタンアクリル樹脂 防滑・防傷・ペット・アルデヒド分解

018 コクーンガードワックス ¥7,360 ¥13,260 ¥47,220 2H～3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 耐ヒールマーク

019 シックハウス クリーンワックス ¥11,800 ¥21,240 ¥75,740 2H～3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 非有機リン系可塑剤・アルデヒド分解

020 ノンスリップバリアーワックス ¥7,320 ¥13,170 ¥46,930 1H～2H 半年～1年 ☆ ★★ No.3 アクリル合成樹脂 防滑・バリアフリー用

021 ハードバリアーワックス ¥14,630 ¥26,330 ¥93,850 4H 3年～4年 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ No.6 ウレタンアクリル樹脂 耐傷性・バリアフリー用

022 防水バリアーワックス ¥13,860 ¥24,950 ¥88,910 3H～4H 2年～3年 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐水・耐尿・耐アルコール・耐傷・バリアフリー

023 ヒールバリアーワックス ¥7,360 ¥13,260 ¥47,220 2H～3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 耐ヒールマーク・バリアフリー用

024 防水＆ヒールバリアーワックス ¥9,240 ¥16,630 ¥59,280 2H～3H 1年～2年 ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐水・耐尿・耐ｱﾙｺｰﾙ・耐ﾋｰﾙﾏｰｸ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

No. 業務用商品 2kg 4kg 18kg 塗膜硬度 耐久目安 耐久性 耐傷性 耐水性 耐尿性 耐アルコール 作業難易度 滑り止め 主成分 特長

201 高分子樹脂ワックス　グラマー - - ¥20,790 2H～3H 半年～1年 ★ ★★ アクリル合成樹脂 当社定番業務用ワックス

202 コクーン2　高分子樹脂ワックス - - ¥33,110 2H～3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 耐ヒールマーク

203 フィットネス　＜体育館用＞ - - ¥33,110 1H～2H 半年 ☆ ☆ ★★ No.4 アクリル合成樹脂 防滑・体育館用

204 ウレタン樹脂ワックス T-2000　 - - ¥44,000 3H～4H 2年～3年 ★★★ ★★★ ★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐久性・防傷性

205 ウレタン樹脂ワックス T-3000 - - ¥55,000 5H 3年～4年 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ウレタンアクリル樹脂 超耐久性・防傷性

206 ウレタン樹脂ワックス プロテクトフィニッシュ - - ¥59,290 6H 5年～10年 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ウレタンアクリル樹脂 超耐久性・超耐傷生・フロアコーティング用

207 コクーン3　メディカルガード - - ¥36,190 2H 1年 ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 耐水・耐アルコール・耐ヒールマーク

208 コクーン4　防水プロテクト - - ¥40,040 2H～3H 1年～2年 ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ウレタンアクリル樹脂 耐水・耐尿・耐アルコール・耐ヒールマーク

209 アンダンテ - - ¥46,200 2H～3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 非有機リン系可塑剤使用

210 ダグラス - - ¥15,400 1H～2H 半年未満 ★★ ウレタンアクリル樹脂 一番安価で手軽に使える

211 ノンワックス床用　Best 100 - - ¥20,790 2H 半年～1年 ★ ★★ ウレタンアクリル樹脂 密着性に優れた下塗り剤

212 ノンワックス床用　Best 200 - - ¥29,650 3H 1年～2年 ★★ ★★ ★★ ウレタンアクリル樹脂 密着性に優れたワックス不要床用

213 シックハウス除去 スクールワックス - - ¥51,040 2H～3H 1年 ★ ★★ ★★ アクリル合成樹脂 非有機リン系可塑剤・アルデヒド分解

水性の樹脂ワックス ＝

高濃度ハイレベル ＝

重ね塗りが可能 ＝

抗菌剤配合衛生的 ＝

シックハウス症候群 ＝

舐めても無害安心 ＝

作業性が良く・簡単 ＝

床暖房にも問題なし ＝

油脂やロウが無配合の為ツルツルと滑らず汚れも付きにくく臭いもありません

有効成分が多く高濃度ですので、高光沢で防傷効果も高く耐久性に優れます

市販の水性ワックスの上に重ね塗りもできますし逆に塗り替える事も可能です

全ワックスに抗菌剤を配合の為、いつまでも床面を衛生的に保てます

シックハウス症候群に該当の化学物質を一切無配合ですので安全です

塗膜形成後は、赤ちゃんやペットが舐めても無害で安全ですので安心です

伸びが良くて乾きも早いので、初めての方にも塗り易いワックスです

床暖房の床にも全く問題なく塗れますので安心して生活が送れます

＜ご注意事項＞

※上記はインターネット販売の場合での特別価格です（10％税込）。

※他の注文方法の場合は、上記価格よりも割高になります。

※性能やデータは、2回～3回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。

※効果や感じ方は人・材質・環境・温度・湿度・塗布回数・塗り方・生活環境等に

より異なります。

※記載内容は正確で誤りが無い事を保証するものではないと共に、商品の性能・

品質を証するものではありません。

東洋産業株式会社
〒370-0021群馬県高崎市西横手町459-39
TEL027-350-1040／FAX027-350-7200
ウェブサイト： 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


