
○塗料性状

○一般性能

○乾燥塗膜の成分

○作品例

セラミック樹脂

自然に囲まれ木のぬくもりを感じる創造的作品造りに取り組む徳永家具工房の渾身の開発商品

○特徴

１．セラミック高分子が特殊技術により木材に奥深く浸透し

乾燥硬化します

２.木部組織と結合して木の寿命と強度を大幅に向上させます

３.撥水性と防汚性に優れ､表面硬度もUPします

４.浸透性抜群で塗りやすく､美しく､深みのある仕上がり

５.木材のぬくもりと呼吸性を維持し、水は透さず湿気のみ通します

○色名 クリヤー(透明)

○使用方法

撥水セラミック塗材が木部に浸透すると､木の組織と結合して乾燥

硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。

乾燥後は撥水性、防汚性、耐擦り傷性に優れた耐久性抜群の性能

を発揮します。

また､深みのある風合いに仕上がり、木のぬくもりを長期間維持し

ます。

〇荷姿 1ℓ ・ 4ℓ ・ 15ℓ

○使用上の注意事項

気温５°Ｃ以下､湿度８５％以上､表面結露が見られる場合､塗工を

避けてください。 降雨が予想される場合は塗工を避けてください。

世界初!! 超浸透性木部用撥水セラミック塗材…針葉樹の強化高級仕上に最適‼ F☆☆☆☆

夢の最高級木材仕上げ材

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

使用材料 塗布回数 塗り重ね間隔
塗り面積／

100ml

撥水セラミッ
ク

2～3回 5分～30分 1～2㎡

※粘度調整には専用希釈材をご使用ください。

試験項目 結果 評価方法

外観 微黄色液体

乾燥性 24時間 半硬化

貯蔵安定性 合格 45℃×3ヵ月異常なし

試験項目 結果 備考

密着性 〇 JIS K5600

耐水性 〇 JIS K6909

防汚試験

醤油 〇
布拭取り性
（社内試験）ケチャップ 〇

インク 〇

商品のお問合せはこちら

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F

TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



撥水セラミックＨＤは、今まで不可能とされてきた白木の風合いを損なわずに木材構造物や木工品の寿命と
強度を大幅に向上させることが可能で、特に木質の柔らかい杉材やヒノキ材の用途が飛躍的に広がります。

○特徴
１.セラミック高分子が特殊技術により木材に奥深く浸透し乾燥硬化します
２.木部組織と結合して木の寿命と強度を大幅に向上させます
３.撥水性と防汚性に優れ､表面硬度もＵＰします
４.撥水セラミックよりさらに浸透力および硬度が向上します
５.浸透性抜群で塗りやすく､美しく､深みのある仕上がり
６.木材のぬくもりと呼吸性を維持し､水は透さず湿気のみ通します

白木の劣化を抑制

白木の美しさを維持する

撥水セラミックＨＤが木部に浸透すると､木の組織と結合して乾
燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。
乾燥後は撥水性、防汚性､耐擦り傷性に優れた耐久性抜群の性
能を発揮します。
また､深みのある風合いに仕上がり、木のぬくもりを長期間維持
します。

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

○乾燥塗膜の成分 セラミック樹脂
○応用例
家具､すのこ、バス用品等が従来品の３倍以上の強
度･耐久性向上､杉材で高級家具が可能に○色名 クリヤー(透明)

○使用方法

使用材料 塗布回数 塗り重ね間隔
塗り面積／

100ml

撥水セラミッ
クHD

2～3回 5分～30分 0.5～1.5㎡

※既調合、うすめずそのままにご使用ください

○塗料性状

試験項目 結果 評価方法

外観 微黄色液体

乾燥性 24時間 半硬化

貯蔵安定性 合格 45℃×3ヵ月異常なし

○一般性能

試験項目 結果 備考

密着性 〇 JIS K5600

耐水性 〇 JIS K6909

防汚試験

醤油 〇
布拭取り性
（社内試験）ケチャップ 〇

インク 〇

〇荷姿 1ℓ ・ 4ℓ ・ 15ℓ
〇使用上の注意事項
気温５°Ｃ以下､湿度８５％以上､表面結露が見ら
れる場合､塗工を避けてください。
降が予想される場合は塗工を避けてください。用
具の洗浄はラッカーシンナーをご使用ください。

超浸透性木部用撥水セラミック塗材…針葉樹の強化高級仕上に最適‼ F☆☆☆☆

夢の最高級木材仕上げ材

商品お問合せはこちら

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F
TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



○特徴
１．日ヤケを抑制し汚れや耐光劣化を防止します

２.セラミック高分子が特殊技術により木材に奥深く浸透し乾燥硬化します

３.撥水性と防汚性に優れ.表面硬度もＵＰします

４.塗りやすく､木肌を生かしたマット調の仕上がり

５.木材のぬくもりと呼吸性を長期間維持します

○色名 クリヤー(透明マット仕上げ)

○使用方法

-

白木の美しさを維持する

撥水セラミックヤケ止め屋内用が木部に浸透すると､木の組

織と結合して乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わ

ります。乾燥後は日ヤケを抑制し､撥水性、防汚性､耐擦り傷

性に優れた耐光性抜群の性能を発揮します。

また、木肌を生かしたマット調の仕上がり、木のぬくもりや

白木の美しさを長期間維持します。

○一般性能

○乾燥塗膜の成分 セラミック樹脂

○屋外暴露

撥水セラミックヤケ止め屋内用の塗装部は日焼けに

よる変色も殆ど無く耐候劣化も未塗装部と比較して

著しく良好。

撥水セラミックヤケ止め屋内用

〇荷姿 1ℓ ・ 4ℓ ・ 15ℓ

〇使用上の注意事項

気温５°Ｃ以下､湿度８５％以上､表面結露が見られる場合､塗工を避

けてください。

降雨が予想される場合は塗工を避けてください。

超浸透性木部用撥水セラミック塗材‥‥白木のヤケ止めと耐久性ＵＰ!! F☆☆☆☆

最高級木材仕上げ材

撥水セラミックヤケ止め屋内用は、白木の風合いを損なわずにマット調の木肌仕上げが出来ます。屋内の
木部一木工品の強度を大幅に向上させ、日ヤケを抑制し、汚れや耐光劣化を防ぎます。

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

商品のお問合せはこちら

使用材料 塗布回数 塗り重ね間隔
塗り面積

/100ml

撥水セラミッ
クヤケ止め屋

内用
2～3回 5分～30分 1～2㎡

※既調合（うすめずにご使用ください）

試験項目 結果 評価方法

外観 淡白色液体

乾燥性 24時間 半硬化

貯蔵安定性 合格 45℃×3ヵ月異常なし

試験項目 結果 備考

密着性 〇 JIS K5600

耐水性 〇 JIS K6909

ヤケ止め効果 〇 屋外暴露機関3ヵ月

防汚試験

醤油 〇
布拭取り性
（社内試験）ケチャップ 〇

インク 〇

○塗料性状

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F
TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



撥水セラミック外部用は、今まで不可能とされてきた白木の風合いを損なわずに木材構造物や木工品の

寿命と強度を大幅に向上させ、特に日ヤケを抑制し、汚れや耐候劣化を防ぎます。

○特徴

１.セラミック高分子が特殊技術により木材に奥深く浸透し乾燥硬化します

２.日ヤケを抑制し汚れや耐候劣化を防止します

３.撥水性と防汚性に優れ.表面硬度もＵＰします

４.塗りやすく､深みのある美しい仕上がり

５.木材のぬくもりと呼吸性を長期間維持します

○色名 クリヤー(透明マット仕上げ)

○使用方法

白木の劣化を抑制

撥水セラミックヤケ止め外部用が木部に浸透すると､木の組織と結

合して乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。

乾燥後は日ヤケを抑制し､撥水性､防汚性､耐擦り傷性に優れた耐候

性抜群の性能を発揮します。また､深みのある風合いに仕上がり､

木のぬくもりや白木の美しさを長期間維持します。

○塗料性状

○一般性能

○乾燥塗膜の成分 セラミック樹脂

○屋外暴露

撥水セラミックヤケ止め外部用の塗装部は日焼け

による変色も殆ど無く、耐候劣化も未塗装部と比

較して著しく良好。

〇荷姿 1ℓ ・ 4ℓ・ 15ℓ

〇使用上の注意事項

気温５°Ｃ以下､湿度８５％以上､表面結露が見られる場合､塗工を避けて

ください。降雨が予想される場合は塗工を避けてください。

超浸透性木部用撥水セラミック塗材‥‥白木のヤケ止めと耐候性に優れる!!

最高級木材仕上げ材

白木の美しさを持続する
イメージ図

セラミック構造を形成

木材

使用材料 塗布回数 塗り重ね間隔
塗り面積

/100ml

撥水セラミッ
クヤケ止め外

部用
2～3回 5分～30分 1～2㎡

※既調合（うすめずにご使用ください）

試験項目 結果 評価方法

外観 淡白食液体

乾燥性 24時間 半硬化

貯蔵安定性 合格 45℃×3ヵ月異常なし

試験項目 結果 備考

密着性 〇 JIS K5600

耐水性 〇 JIS K6909

ヤケ止め効果 〇 屋外暴論機関3ヵ月

防汚試験

醤油 〇
布拭取り性
（社内試験）ケチャップ 〇

インク 〇

商品のお問合せはこちら

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F

TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



撥水セラミックマルチタイプのセラミック硬化成分は同じく、溶剤を変えることで大幅なコストダウンを実現。

日常的に使用条件の厳しいテーブル･キッチン･風呂まわりなどは従来品撥水セラミックをお勧めしますが、屋内における垂直面の木部

一木建具や家具･フローリングは撥水無機ウッドで十分な性能を発揮します。コストを気にせずたっぷりとご使用いただけます。

○特徴

セラミック高分子が特殊技術により木材深く浸透し乾燥硬化します。

木材組織と結合し木の寿命と強度を向上させます。

撥水性と防汚性にすぐれ、耐擦り傷性もUPします。

浸透性良くムラなく作業性抜群、木の素材感そのままの仕上り。

１液性ですので取り扱いが簡単です。

撥水シリーズの他、オイル･ステインの併用可能(要お問合せ)

木材のぬくもりと呼吸性を維持し、水は透さず湿気のみ通します。

○用 途

○乾燥時間

○塗付量

○塗装回数

○希釈方法

○塗料性状

浸透性の比較

撥水セラミック／撥水無機ウッド

杉材に同時に添加し90秒後に撮影

撥水無機ウッドが木部に浸透すると､木の組織と結合して乾燥

硬化し､木の繊維･細胞を皮膜化･木質強化します。

浸透力の深さ･スピードに違いは､将来的に撥水セラミックと無

機ウッドの耐久性･強度の違いがでると考えられます。塗膜を

形成しない仕上がり感にはまったく違いはありませんので、素

材一目的･用途によって使い分けてください。

屋内木材の撥水･防汚･防腐･防カビ･耐久性

24時間（完全硬化７日）

120～200g／㎡

2～3回

既調合ですのでそのまま塗装して下さい。

〇荷姿 4ℓ ・ 15ℓ

〇使用上の注意事項

一気温5°Ｃ以下､湿度85%以上､表面結露が見られる場合は塗工を避けてくさい。

○応用例

屋内;壁面･建具一家具･フローリング･小物など。

木材表面に塗膜を形成しない浸透性･無機系･撥水塗材‥‥広葉樹･針葉樹いずれの木肌仕上にも最適!!

浸透性木材保護仕上げ材

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

商品のお問合せはこちら

試験項目 結果 評価方法

容器の中での状態 ◎ JIS K5600-1-1の4.1.2a

塗装作業性 ◎ JIS K5600-1-の4.2

乾燥時間（20℃半硬化） 24hr JIS K5600-3-2

密着性 ◎ JIS K5600

木肌の外観 ◎白木の風合い 塗付面の木肌を目視観察

耐水性 〇24時間
塗付面に水滴を適下し、
シャーレで蓋をして24時間

後表面観察

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F

TEL：025-520-8502     E-mail：contact@ffcoat.com



撥水無機ウッド屋内ヤケ止めは、ヒ白木の風合いを損なわずマット調の木肌仕上げに最適です。

撥水セラミックヤケ止め屋内用の溶剤を変えることで大幅なコストダウンを実現しました。

屋内における特にヒノキ･スギやメープル･ホワイトアッシュなどの木肌の明るい･フローリング一木建具などにはtａtａrａ撥

水無機ウッド屋内ヤケ止めは黄色っぽくなりがちな木肌を明るく保ち防汚･耐光劣化を防ぎます。

コストを気にせずたっぷりとご使用いただけます。

より撥水性･耐久性･防汚性を追求するときは、撥水セラミックヤケ止め屋内用をお勧めします。

○特徴

セラミック高分子が特殊技術により木材深く浸透し乾燥硬化します。

日ヤケを抑制し、木材組織と結合し木の寿命と強度を向上させます。

撥水性と防汚性にすぐれ、耐光劣化･表面強度もUPします。

浸透性良くムラなく作業性抜群、木の素材感そのままの仕上り。

１液性ですので取り扱いが簡単です。

撥水シリーズの他、オイル･ステインの併用可能(要お問合せ)

木材のぬくもりと呼吸性を維持し、水は透さず湿気のみ通します。

○用 途

○塗付量

○塗装回数

○希釈方法

○塗料性状

杉材に同時に添加し90秒後に撮影

撥水無機ウッド屋内ヤケ止めが木部に浸透すると､木の組織と結合して乾燥硬化

し､繊維･細胞を皮膜化･木材強化します。

浸透力の深さ･スピードに違いは､将来的に耐久性･強度の違いにある程度の違い

がでると考えられます。

塗膜を形成しないマット調の仕上がり感にはまったく違いはありませんので､素

材一目的･用途によって使い分けてください。

屋内白木材の撥水･防汚･ヤケ止め･耐光劣化

120～200g／㎡

2～3回

既調合ですのでそのまま塗装して下さい。

〇荷姿 4ℓ ・ 15ℓ

〇使用上の注意事項

一気温5°Ｃ以下､湿度85%以上､表面結露が見られる場合は塗工を避けてくさい

○応用例

屋内;壁面･建具一家具･フローリング･小物など。

木材表面に塗膜を形成しない浸透性･無機系･撥水塗材‥‥白木のヤケ止めと耐久性ＵＰ!!

浸透性木材保護仕上げ材

浸透性の比較
撥水セラミック止め屋外用／撥水無機ウッド屋外止め

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

試験項目 結果 評価方法

容器の中での状態 ◎ JIS K5600-1-1の4.1.2a

塗装作業性 ◎ JIS K5600-1-1の4.2

乾燥時間（20℃半硬化） 24hr
JIS K5600-3-2

（完全硬化７日間）

密着性 ◎ JIS K5600

木肌の外観 ◎白木の風合い 塗付面の木肌を目視観察

耐水性 〇24時間
塗付面に水滴を適下し、シャー
レで蓋をして24時間後表面観察

商品のお問合せはこちら

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F

TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



撥水セラミック止め屋外用／撥水無機ウッド屋外止め

撥水無機ウッド屋外ヤケ止めは、木造建築物の風合いを損なわずに屋外羽目板一軒天一破風一木建具などの寿命を向上させ、日ヤケを

抑制し、汚れ耐光劣化を防ぎます。

撥水セラミックヤケ止め屋外用の溶剤を変えることにより大幅にコストダウンを実現しました。

より耐候性能を追求する案件には撥水セラミックヤケ止め屋外用をお勧めしますが、一般木造建築物については撥水無機ウッド屋外ヤ

ケ止め撥水シリーズの併用をご提案します。

（その都度、ご相談ください）コストを気にせずたっぷりとご使用いただけます。

○特徴

・セラミック高分子が特殊技術により木材深く浸透し乾燥硬化します。

・日ヤケを抑制し、木材組織と結合し木の寿命と強度を向上させます。

・撥水性と防汚性にすぐれ、耐光劣化･表面強度もUPします。

・浸透性良くムラなく作業性抜群、木の素材感そのままの仕上り。

・１液性ですので取り扱いが簡単です。

・撥水シリーズの他、オイル･ステインの併用可能(要お問合せ)

・木材のぬくもりと呼吸性を維持し、水は透さず湿気のみ通します。

○用 途

○塗付量

○塗装回数

○希釈方法

}

Ｗ／

‘'゚ ｀"ｙ

杉材に同時に添加し120秒後に撮影

撥水無機ウッド屋外ヤケ止めが木部に浸透すると､木の組織と結合して乾燥硬

化し､木の繊維･細胞を皮膜化一木質強化します。

浸透力の深さ･スピードに違いは､将来的に耐久性･強度の違いにある程度の違

いがでると思われます。

塗膜を形成しない仕上がり感にはまった<違いはありませんので、素材一目的･

用途によって使い分けてください。

屋外木材の撥水･防汚･ヤケ止め･耐光劣化

120～200g／㎡

2～3回

既調合ですのでそのまま塗装して下さい。

〇荷姿 4ℓ ・ 15ℓ

〇使用上の注意事項

一気温5°Ｃ以下､湿度85%以上､表面結露が見られる場合は塗工を避けてく

さい。

木材表面に塗膜を形成しない浸透性･無機系･撥水塗材‥‥木材のヤケ止めと耐候性に優れる!!

浸透性木材保護仕上げ材

浸透性の比較

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

○応用例
屋外;外壁一軒天一建具･デッキなど。

商品のお問合せはこちら

試験項目 結果 評価方法

容器の中での状態 ◎ JIS K5600-1-1の4.1.2a

塗装作業性 ◎ JIS K5600-1-1の4.2

乾燥時間（20℃半硬化） 24hr
JIS K5600-3-2

（完全硬化７日間）

密着性 ◎ JIS K5600

木肌の外観 ◎白木の風合い 塗付面の木肌を目視観察

耐水性 〇24時間
塗付面に水滴を適下し、シャー
レで蓋をして24時間後表面観察

○塗料性状

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F

TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



自然に囲まれ木のぬくもりを感じる創造的作品造りに取り組む徳永家具工房の渾身の開発商品

○特徴

1. 高級天然成分とセラミック高分子を特殊技術によりハイブリッド

した天然オイル系最高級木材仕上げ材です

2. 木部組織と結合して木の寿命と強度を大幅に向上させます

3. 撥水性と防汚性に優れ､表面硬度もＵＰします

4. 浸透性抜群で塗りやすく､美しく.深みのある仕上がり

5. 木材のぬくもりと呼吸性を維持し､水は透さず湿気のみ通します

○色名 クリヤー(透明)

○使用方法

撥水セラミックオイルが木部に浸透すると､木の組織と結合して

乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。

乾燥後は撥水性、防汚性、耐擦り傷性に優れた耐久性抜群の

性能を発揮します。また､深みのある風合いに仕上がり、木のぬ

くもりを長期間維持します。

○塗料性状

○一般性能

○乾燥塗膜の成分

天然植物性オイル･セラミック樹脂

○作品例

〇荷姿 1ℓ ・ 4ℓ ・ 15ℓ

○使用上の注意事項

気温５°Ｃ以下､湿度８５％以上､表面結露が見ら

れる場合､塗工を避けてください。 降雨が予想され

る場合は塗工を避けてください。

夢の天然オイル系最高級木材仕上げ材

世界初‼超浸透性木部用セラミックハイブリッドオイル‥高級天然成分とセラミック高分子をハイブリッドF☆☆☆☆

イメージ図

セラミック構造を形成

木材

商品お問合せはこちら

使用材料 塗布回数 塗り重ね間隔
塗り面積

/100ml

撥水セラミッ
クオイル

2～3回 10分～60分 1～3㎡

※粘度調整には専用希釈材をご使用ください。

試験項目 結果 評価方法

外観 微黄色液体

乾燥性 24時間 半硬化

貯蔵安定性 合格 45℃×3ヵ月異常なし

試験項目 結果 備考

密着性 〇 JIS K5600

耐水性 〇 JIS K6909

防汚試験

醤油 〇
布拭取り性
（社内試験）ケチャップ 〇

インク 〇

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F
TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com



木材の表面に水滴がつくと、乾燥後タンニンの染み出しにより輪染みができます。また、鉄釘などの金

属に接触するとタンニンにより黒く変色します。

この度新開発しました輪染み･アク止めは、木材の風合いを維持したまま輪染みや木のアク成分による

様々な変色防止が可能になり、白木一濃色材の美観機能を大幅に向上させることができます。

○特徴

・木材に直接塗装するだけで、輪染みや変色が防止できます。

・木材の風合いを損なうこともありません。

・浸透性が極めて強力で、木の奥まで浸透します。

・撥水セラミックの下塗りに最適。

・１液性ですので取り扱いが簡単です。

○用 途
○乾燥時間
○塗付量
○塗装回数
○適用上塗り
○希釈方法
○塗料性状

水を滴下し翌日まで放置

無処理面 塗装面

輪染みあり 変化なし

輪ジミ･アク止めが木部に浸透すると､タンニンなどと化学

反応し木の内部で変色成分が固定化されます。

撥水セラミックを上塗りすると撥水性､防汚性､耐擦り傷性

に優れた耐久性抜群の性能を発揮します。

また､深みのある風合いに仕上がり、木のぬくもりを長期間維持し

ます。

屋内外木材の輪染みやアクによる変色防止
夏季1～2時間、冬季3～5時間（完全硬化３日）
８０～１２０ｇ／㎡
1～２回
撥水セラミック各種。
既調合ですのでそのまま塗装して下さい。

○応用例
屋内;テーブル､椅子等の家具､水廻りの天板、

フローリング､すのこ､バス用品等。
屋外;木製サッシ､ベンチ､ウッドデッキ､椅子、

テーブル等

〇荷姿 １ℓ ・４ℓ ・ 15ℓ

〇使用上の注意事項

①容器の中には安定剤のペレットが入っています｡使用の際ペレットは容器の中に置いたまま塗料のみを取り出して下さい。

②開封により硬化が進行しますので､必ず必要量を小出しして塗装して下さい｡元の容器はしっかりとフタをしておきます。

③ニスや塗料が塗られている木には効果がありません｡その場合は旧塗膜を取り除いてからご使用下さい。

④塗装の際は､木の吸い込み度合いに合わせて､本品を充分に浸透させます｡浸透しなくなったら､液浮きが残らないように刷毛で均一

にならしてください。

⑤用具の手入れはラッカーシンナーを使用して下さい。

木材用輪染み・アク止め剤…白木・濃色材高級仕上に最適‼ （特許出願商品）

撥水セラミック専用

イメージ図

浸透し、タンニンなどの変色成
分と科学的に結合し固定化しま
す。

木材

試験項目 結果 評価方法

容器の中での状態 ◎ JIS K5600-1-1の4.1.2.a

塗装作業性 ◎ JIS K5600-1-1の4.2

乾燥時間（20℃半硬化） 2～3hr JIS K5600-3-2

輪染み防止効果 ◎輪染み全くなし
塗付面に水滴を適下し3時間
後の輪染みの程度を観察

木肌の外観 ◎白木の風合い 塗付面の木肌を目視観察

耐水性 ◎（12時間）
塗付面に水滴を適下し、

シャーレで蓋をして12時間後
表面観察

商品のお問合せはこちら

〒451-0063愛知県名古屋市西区押切２丁目1-1栗田ビル3F

TEL：025-520-8502      E-mail：contact@ffcoat.com


