
natural wood finishes

オスモカラーは
“木を活かす自然塗料”です

⃝INTERIOR & EXTERIOR WOOD FINISHES ⃝WOOD PRESERVATION & MAINTENANCE

※商品改良や原材料価格の変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがあります。
■ご注意： 写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なります。実物サンプル等でお確かめください。

輸入元 ：

本　　　社 〒673-1111　兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
 TEL（0794）72-2001  FAX（0794）72-2000
東 京 支 社 〒160-0022　東京都新宿区新宿1-9-5 大台ビル5F
 TEL（03）5369-2671  FAX（03）5369-2672
東北営業所 〒981-1105　宮城県仙台市太白区西中田7-24-4-102
 TEL（022）381-8301  FAX（022）381-8302
中部営業所 〒486-0906　愛 知 県 春 日 井 市 下 屋 敷 町 1 - 2 - 7
 TEL（0568）35-3241  FAX（0568）35-3240
九州営業所 〒813-0034　福岡市東区多の津1-18-7 あけぼのビル401
 TEL（092）626-8895  FAX（092）626-8896

http://www.osmocolor.jp
info@nihon-osmo.co.jp

OSMO
Show Room

お近くのショールームで、見て、触れて本物の質感を体感してください
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屋内用 屋外用

オスモカラー	
ウッドステインプロテクター	 P.24

オスモカラー	
#420 外装用クリアー“プラス”	 P.26

オスモカラー	
#430ノンスリップデッキ（上塗り剤）	 P.28

オスモカラー	
WRウォーターレペレント（下塗り剤）	 P.30

オスモウッドリバイバージェル／	
オスモガーデンクリーナー	 P.31

オスモカラー専用道具	 P.32

オスモカラーの特長	 P.34 他の塗料との比較	 P.35

Natural	raw	material「自然塗料」	 P.4	–	5
製品一覧	 P.6	–	7

オスモカラードットジェイピーと
オスモカラーの施工（塗り方）動画のホームページ

オスモカラードットジェイピーは製品情報をはじめさまざまな情報が盛り
だくさん。製品情報や技術資料、よくある質問も掲載のホームページも
あわせてご覧ください。

オスモカラーの塗り方について動画でご覧いただけます。 

 http://www.osmocolor.jp

オスモカラーはすべて、
地球に優しい自然植物ベースです

オスモカラー	
フロアークリアー	 P.8

オスモカラー	
フロアークリアーラピッド	 P.9

オスモカラー	
フロアーカラー	 P.10

オスモカラー	
#1101 エキストラクリアー	 P.12

オスモカラー		
#4006ウッドプロテクター（下塗り剤）	 P.13

オスモカラー #3101ノーマルクリアー（透明）／
オスモカラーウッドワックス（半透明仕上げ）	 P.14

オスモカラー	
ウッドワックスオパーク「日本の色」	 P.16

オスモカラー	
ワンコートオンリー ※ 屋内外兼用	 P.18

オスモカラー	
カントリーカラー ※ 屋内外兼用	 P.20

オスモメンテナンス製品	 P.22
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natural raw material「自然塗料」



5

自然を愛するドイツオスモ社は
経験と知識豊かな“木の専門家”です。

自然塗料─食品と同レベルの高い安全性

オスモカラーに使われている植物油（ひまわり油、大豆油、アザミ
油）、植物ワックスや顔料は食品等に使用されるものと同レベルの
安全性があります。溶剤には有害成分を除去したドイツ薬局方適合
のホワイトスピリットを使用、アレルギーの可能性があるテレピン油
や柑橘油溶剤は使用していません。保存料無添加です。

広い塗り面積─優れたコストパフォーマンス

植物油や顔料成分など主剤の比率が高いオスモカラーは、同量で
一般的な塗料より2〜3倍の広い面積を塗装できます。さらにシー
ラーなど下塗りが要らず、少ない塗装回数で美しく仕上がります。同
じ量で他の塗料の2倍以上の面積を塗装できるオスモカラーなら、
時間とコストの大幅な節約につながります。

簡単に再塗装─サンディングが不要

オスモカラーは塗替えのとき多くの時間を費やす古い塗装を取り除
くためのサンディングが不要で、そのまま塗り重ねて再塗装できま
す。全体的な塗替えが必要でない場合は色あせたり痛んだりしてい
る部分だけを修理することができるなど、オスモカラーなら再塗装、
メンテナンスが簡単です。

自然の植物油で木の美しさを表現 

木は私たちの肌のような構造を持ち、湿気の吸放出を繰り返す呼吸
する自然素材です。
オスモカラーは木の呼吸を妨げず、その特性を活かす自然塗料で
す。オスモカラーに使われている植物油は大変小さな分子で出来て
いるので木に深く浸透し木を内側から保護します。この働きによって
木はいつまでも自然のままの状態で保護され、強度を保ちます。
水性塗料やウレタン塗料のように木が毛羽だったり呼吸を妨げたり、
メクレ、ハガレがおこる造膜型の塗料とは異なり、植物油と植物ワッ
クスを使用するオスモカラーだからこそ木に優しい塗装を提供でき
るのです。

木と塗料を同一の会社から

ドイツオスモ社は木の専門家として100年以上前に創業した高品
質なフローリングをはじめとする木質内装・外装材のトップメーカー
です。メクレ、ハガレが起こる塗料が主流であった1960年代、オス
モ社は木に最適な塗料開発を目指しr&D 部門を設けました。これ
が現在のオスモカラー研究室の始まりです。オスモ社は塗料の開発
から製造まで一貫して自社で手がける数少ない自然塗料のメーカー
です。

オスモカラーの確かな品質、環境へのやさしさは
ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001によって証明されています。
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フローリング

フローリングのメンテナンス

製品一覧

屋内 Colour & ProteCtion For the interior

家具、建具、壁、天井、枠等

オスモカラー
#3032フロアークリアー 3分つや有
オスモカラ
#3062フロアークリアー つや消し　
フローリング用透明仕上げ P.8

オスモカラー
#3232フロアークリアーラピッド 3分つや有
オスモカラー
#3262フロアークリアーラピッド つや消し
1日で2回塗り出来ます P.9

オスモカラー 
フロアーカラー
フローリング用有色半透明仕上げ 
P.10・11

オスモカラー#4006
ウッドプロテクター（下塗り剤）
湿気の多い場所に P.13

オスモウォッシュアンドケアー
日々の汚れを落とし表面をケアする
P.23

オスモワックスアンドクリーナー
定期的なメンテナンスに P.23  
※ スプレー式もあります

オスモオプティセットP.22

オスモカラー
#1101 エキストラクリアー
塗りやすい透明手垢どめ  
つや消し P.12

オスモカラー 
#3101ノーマルクリアー
透明3分つや 有 P.14・15

オスモカラー
ウッドワックス
有色半透明仕上げ P.14・15

オスモカラー
ウッドワックスオパーク「日本の色」
1回で半透明、2回塗ると塗りつぶしに 
仕上がります P.16・17

オスモカラー
ワンコートオンリー
屋内外兼用の有色半透明仕上げ  
P.18・19

オスモカラー
カントリーカラー
屋内外兼用の塗りつぶし仕上げ  
P.20・21
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外壁、屋外木部全般

ウッドデッキ

ガーデン家具

屋外のメンテナンス

屋外 Colour & ProteCtion For the eXterior

オスモカラー
WR ウォーターレペレント

（下塗り剤）
防虫、防腐、 
防カビ用下塗剤 P.30

オスモカラー
#420 外装用クリアー
“プラス”
屋外木部のクリアー  

（透明）仕上げが可能に
なりました P.26・27

オスモカラー
#420 外装用クリアー“プラス”
屋外木部のクリアー （透明）仕上げ
が可能になりました P.26・27

オスモカラー
ウッドステインプロテクター
国土交通省屋外wP 塗り
適合品　有色半透明仕上げ
P.24・25

オスモカラー
ウッドステインプロテクター
国土交通省屋外wP 塗り適合品  
有色半透明仕上げ P.24・25

オスモカラー
ウッドステインプロテクター
国土交通省屋外wP 塗り適合品  
有色半透明仕上げ P.24・25

オスモカラー
#430ノンスリップデッキ（上塗り剤）
P.28・29

オスモカラー
ワンコートオンリー
屋内外兼用の有色透明
仕上げ P.18・19

オスモカラー  
カントリーカラー
屋内外兼用の塗りつぶ
し仕上げ P.20・21

オスモウッドリバイバージェル
灰色化した木部を塗り替えに適した木
地に戻します P.31

オスモガーデンクリーナー
こすらず藻をきれいに落とします  
P.31
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オスモカラーフロアークリアー

木床に最適
簡単にケアできて木を
いつまでも美しく保ちます

> 屋内床用の透明3分つや有#3032とつや消し#3062があります
> 無垢フローリング、複合フローリング、osB、 

コルクなど様々な木質無塗装フローリングにお使いいただけます
> フロアークリアーは自然の木の良さはそのままに、撥水性、防汚性を 

付与、特に表面の耐久性を向上させます
（ドイツ工業規格68861-1C、同Jis a1531常温液体に対する表面抵抗試験
に合格しています）

> 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要なく、 
そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り
塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

（必要塗料の例: 木床30㎡=2.5l で標準塗装回数の2回塗りできます）

缶サイズ： 0.75l、2.5l、10l缶

オスモカラーフロアークリアー  

※ フロアクリアーシリーズはオスモワイ
ドブラシを使うと簡単に塗装できます。
詳しくはP.33をご覧下さい。
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オスモカラーフロアークリアーラピッド

仕上がりと耐久性に定評のある
フロアークリアーの速乾タイプ
1日で2回塗りができます

■フロアークリアーラピッドを使ったフローリング塗装手順
工程 塗料、他 乾燥時間

素地調整 ＃１８０紙やすりがけ ──
下塗り フロアークリアーラピッド ４〜５時間
上塗り フロアークリアーラピッド ４〜５時間

  
色をつける場合は、フロアーカラー（ P.10、11）をお使いください

> 屋内床用の透明、3分つや有#3232とつや消し#3262があります
> オスモカラーフロアークリアー（P.8) と同じ仕上がり、 

用途、性能の速乾タイプです
> 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要なく、 

そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り
塗布量： 1リットルで2回塗りして約12㎡分

（必要塗料の例: 木床30㎡=2.5l で標準塗装回数の2回塗りできます）

缶サイズ：0.75l、2.5l、10l缶

オスモカラーフロアークリアーラピッド
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3040　ホワイト 3071 ハニー 3072 アンバー 3073 テラ

オスモカラーフロアーカラー

フロアークリアーの着色タイプ
フローリングをカベや建具と
カラーコーディネイト
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>>>　 フローリングのメンテナンスについてはP.22・23
をご覧ください。

オスモカラーフロアーカラー

> 屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ
＞ 無垢フローリング、複合フローリング、osB、 

コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にも 
お使いいただけます

＞ フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや 
手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、 
同時に撥水性、防汚性を付与します

標準塗装回数： 2回塗り
（土足歩行のフローリングは耐摩耗性を付与するために 
フロアークリアーを上塗りしてください）

塗布量：１リットルで２回塗りして約１２㎡分
（必要塗料の例:木床30㎡=2.5lで標準塗装回数の2回塗りできます）

缶サイズ：０．７５l、２．５l缶

オスモカラーフロアーカラー

3074 グラファイト 3075 ブラック
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オスモカラー #1101 エキストラクリアー

塗りやすい、木部手垢止めクリアー
刷毛塗り、どぶ漬け、スプレー塗装も
できます

> 屋内用（床を除く）の手垢止めつや消しクリアー
> オスモカラーのなかでも特に木に深く浸透し、 

木の美しさを引き立てます 
木の呼吸を妨げることなく木を保護、撥水性を付与します

> 泡立ちがなく、塗装後木が毛羽立たないので塗面研磨は要りません 
塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、 
そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：1回塗り　
塗布量：1リットルで1回塗り約16㎡分
缶サイズ：0.75l、2.5l、10l、25l缶 

オスモカラー #1101 エキストラクリアー

■室内の手垢止めの塗装手順
工程 塗料、他 乾燥時間

素地調整 ＃240紙やすりがけ ──
仕上げ塗り #1101エキストラクリアー １２時間以上
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オスモカラー #4006 ウッドプロテクター（下塗り剤）

室内における防カビと撥水性向上のための
薬剤無添加の下塗り剤
湿気の多い場所に最適です

> 透明、屋内防カビ用下塗り剤 
（屋外で使用する子供用遊具にも使えます）

> 特に室内で湿気の多い場所である浴室、脱衣室、キッチンなどに 
最適です

> 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります
> 下塗り剤ですので塗装後1週間以内にその部位に適した 

オスモカラーで上塗り仕上げしてください

標準塗装回数：1回塗り
塗布量：1リットルを約8㎡にたっぷり塗布してください
缶サイズ：0.75l、2.5l、10l 缶

オスモカラー #4006 ウッドプロテクター（下塗り剤）

撥水性が高まります
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オスモカラー＃3101ノーマルクリアー（透明）／ウッドワックス（半透明仕上げ）

室内のあらゆる木部の塗装に最適 
3分つや有の高級感のある表面に
仕上がります

> 屋内用の透明と半透明の3分つや有仕上げ
> 家具、建具、子供用の玩具に最適、 

壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます
> 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などで 

シミになりません
> ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げが出来、 

2回塗りすると若干濃い目に仕上がります

標準塗装回数：1回塗り
塗布量：1リットルで1回塗り約20㎡分
缶サイズ：0.75l、2.5l缶

#3101ノーマルクリアーは10l、25l 缶もございます

オスモカラー #3101ノーマルクリアー（透明）／ウッドワックス（半透明仕上げ）

屋内用オスモカラーは、ヨーロッパ
規格ＥＮ71-3玩具安全基準に合格
しており、幼児向け玩具や遊具、
家具の塗装に使われています。
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オスモカラー＃3101ノーマルクリアー（透明）／ウッドワックス（半透明仕上げ）

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります

3122 アンチックパイン

3156 トルコグリーン

3166 チーク 3191 アンチックファー

3101 ノーマルクリアー 3111 ホワイトスプルース 3123 パイン

3136 バーチ 3137 チェリー 3138 マホガニー

3161 エボニー 3163 ウォルナット					 3164 オーク	

3151 ダブブルー

●オスモカラー＃3101ノーマルクリアー（透明）／ウッドワックス（半透明仕上げ）色見本

■ウッドワックスを使った家具の塗装手順
工程 塗料、他 乾燥時間

素地調整 ＃240紙やすりがけ
下塗り ウッドワックス １２時間以上
上塗り #3101ノーマルクリアー １２時間以上

  
壁や天井にはウッドワックスのみで仕上げ塗装ができますが、表面の耐久性向上と
深みのある仕上がりのために家具、建具には#3101ノーマルクリアーを上塗りに
お使いください  
色をつけない場合は、下塗りに#1101エキストラクリアー（P.12）を下塗りして
#3101ノーマルクリアーを上塗りします  
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オスモカラーウッドワックスオパーク「日本の色」

半透明仕上げ、塗りつぶし仕上げ
の両方が可能な屋内用です 
和の色調が特長

> 1回塗りで木目が見える仕上がり、 
2回塗れば塗りつぶし仕上げができます

> 家具、建具、子供用の玩具に最適、 
壁、天井など室内のあらゆる木部にお使いいただけます

> ウッドワックスオパーク「日本の色」は 
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、万が一の汚れも簡単に落とせます

塗装回数：1回塗りでツヤのない半透明仕上げが出来、2回塗りすると
塗りつぶしに仕上がります

塗布量：1リットルで1回塗り約20㎡分、2回塗りする場合は約12㎡分
缶サイズ：0.75l缶

オスモカラーウッドワックスオパーク「日本の色」

1回塗り 2回塗り
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オスモカラーウッドワックスオパーク「日本の色」

*	 1回塗り	
**	 2回塗り

#3177 老
おい

竹
たけ

色

#3133 赤色

#3172 絹
きぬ

色

#3152 青色

#3181 小
こ

石
いし

色

#3169 黒色

#3124 黄色

#3182 砥
と

の粉
こ

色 #3188 白色

#3165 茶色

#3183 珊
さん

瑚
ご

色

	 *	 ** 	 *	 **

	 *	 **

	 *	 **

	 *	 **

	 *	 **

	 *	 **

	 *	 **

	 *	 **

	 *	 ** 	 *	 **

	 *	 **

●オスモカラーウッドワックスオパーク「日本の色」色見本

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります

#3173  氷
ひょう

河
が

色
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同種の塗料と比べ主剤成分が多いため、 
1回塗りで仕上がります

> 浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます
> 内装、外装、あらゆる木部に使えます
> ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、メクレ、ハガレがおこりません

標準塗装回数：1回塗り
塗布量：1リットルで1回塗り約20㎡分
缶サイズ：0.75l、2.5l缶

オスモカラーワンコートオンリー

オスモカラーワンコートオンリー
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オスモカラーワンコートオンリー

1211 ホワイトスプルース 1212 シルバーポプラ 1221 パイン 1222 ヒノキ

1241 オーク

1233 ヘムロックファー 1235 シーダー1232 マホガニー

1261 ウォルナット

1234 スカンジナビアンレッド

1271 エボニー

1252 アンチックブルー

1262 チーク

1242 ファーグリーン

1264 ローズウッド

1236	ラーチ

●オスモカラーワンコートオンリー色見本

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります

※南洋材には適しておりません、詳しくはご相談ください
※薄い色は耐uV 性が低いので直射日光の影響を受ける部分には向いていません 
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沿岸部、山間部などの
厳しい気象条件での使用にも、
優れた耐候性が実証されています

> オパーク（塗りつぶし）仕上げ、屋内外両方に使えます
> カントリーカラーは特に紫外線に強く耐候性に優れています
> メクレ、ハガレ、割れ、フクレが起こりません
> 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、 

そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り
塗布量：1リットルで2回塗りして約16㎡分
缶サイズ：0.75l、2.5l缶

オスモカラーカントリーカラー

オスモカラーカントリーカラー
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オスモカラーカントリーカラー

2205 サンフラワー 2308 ノルディックレッド 2310 シーダー 2404 ファーグリーン

2501 ラブラドールブルー 2506 ロイヤルブルー 2507 ダブブルー 2606 ミディアムブラウン

2607 ダークブラウン 2703 チャコール 2704 ダスクグレー

●オスモカラーカントリーカラー色見本

2101 ホワイト 2110 グレイブラウン 2203 ライトオークル 2204 アイボリー

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
ホワイトは暗所に使った場合黄変することがあります



22

	

オスモオプティセット（1.〜4. がセットになっています）

1. 伸縮自在なモップハンドル 1本
身長にあわせてご使用いただけます

2. ダストモップ 1枚
掃除機を使わなくてもホコリを拾えます

3.マイクロモップ 1枚
オスモウォッシュアンドケアー水拭き用

4. アクティブファイバー布 1枚
オスモワックスアンドクリーナー塗布用

2.ダストモップ

1枚から別売しております

1.モップハンドル

3.マイクロモップ 4.	アクティブ	
ファイバー布

オスモメンテナンス製品
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フローリングのメンテナンス

木質フローリングの3ステップ簡単メンテナンス

1. 日々の水拭き

オスモウォッシュアンドケアー
日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗
剤。自然分解し環境に負担をかけません

> ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワイ
ンやコーヒーといった液体の汚れやシミ
を効果的にキレイに落とせます

> ケア成分でフローリング表面を保護し
ます

> オスモカラーで塗装されたフローリン
グの他、ウレタン塗装が施されているあ
らゆる床にご使用いただけます

> 水に薄めたものをオプティマイクロモッ
プや固く絞った雑巾で拭くだけです

使用量：キャップ1杯（約10cc）を1リッ
トルの水に薄めて使います。

容器サイズ：1l、5l

2. 定期的な汚れ落としと 
撥水性向上

オスモワックスアンドクリーナー
植物ワックスベースの塗装済の床や家具
などの頑固な汚れ落とし兼メンテナンス
ワックスです

> 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落とし
に効果的です

> 無色透明でフローリング、家具、その
他屋内で塗装されている表面ならどこ
にでも使えます

> 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に
必要な植物ワックス（カルナバワック
ス、カンデリラワックス）を補い、防汚
性を向上させます

> 1㎡に小さじ2杯程度を乾いた布やオ
プティセットのアクティブファイバー布
や乾いた布で薄く塗り広げます

> 小さなキズや頑固な汚れはオスモポ
リッシングパッドにワックスアンドクリー
ナーをつけて軽くこすると落とせます

使用量：1リットルで約80〜100㎡分
缶サイズ：1l、10l、0.4lスプレー式

3. フローリング表面の補修、再塗装

オスモカラーフロアークリアー P.8・9

> 世代を超えて長期フローリングの価値
を維持するための補修や再塗装に使い
ます

> フロアークリアー塗装されているフ
ローリングの表面が傷んだ場合の補修
に使います

> 汚れをキレイに落とした後、薄く1回塗
るだけです

> 塗りつぎが目立たずきれいになおせます

オスモウォッシュアンドケアー オスモワックスアンドクリーナー

オスモポリッシングパッド

オスモカラーフロアークリアー
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オスモカラーウッドステインプロテクター（国土交通省木造/ 公共建築工事標準仕様書wP 塗り適合）

植物油の浸透保護力に加え、
高品質顔料配合で美しい仕上がり 
日本の気候に対応した高耐候性自然塗料です

> 屋外用浸透型の半透明着色仕上げ
> 木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具など 

あらゆる外装木部に最適です
> 下塗りと上塗りが同一の塗料でできるため経済的です 

木の呼吸を妨げず、高い撥水性、耐候性、耐紫外線性能が 
あります 
木部に防カビ、防藻、防腐性能を付与できます

> 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、 
そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り
塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

（必要塗料の例：外装木部36㎡＝3l で標準塗装回数も２回塗りできます）

缶サイズ：0.75l、3l、10l 缶
#1415は10l 缶がありません

オスモカラーウッドステインプロテクター（国土交通省木造/ 公共建築工事標準仕様書WP 塗り適合）

■国土交通省 木造／公共建築工事標準仕様書WP 塗り適合塗装手順
工程 塗料、他 乾燥時間

下塗り ウッドステインプロテクター ４〜６時間
上塗り ウッドステインプロテクター ４〜６時間
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オスモカラーウッドステインプロテクター（国土交通省木造/ 公共建築工事標準仕様書wP 塗り適合）

700 パイン 702 ラーチ 703 マホガニー 706 オーク

707 ウォルナット 708 チーク

1415 ガードナチュラル

712 エボニー

727 ローズウッド726 バークグレー 728 レッドシーダー 729 ファーグリーン

900 ホワイト733 ヘムロックファー

903 バザルトグレー

735 ノルディックレッド

710 ストーンパイン

736 ロイヤルブルー	

●オスモカラーウッドステインプロテクター色見本

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります
※ 南洋材には適しておりません、詳しくはご相談ください
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オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス”

木材保護塗料の大革命
今まで出来なかった屋外用クリアー

（透明）仕上げが可能になりました

屋外耐候性テスト適合

◦ 屋外の無塗装木材、または紫外線カット効果のないクリアー塗装された
木材は相当な速さで灰色化します

◦ 木部を紫外線から保護する方法は、色をつけることでしか実現できませ
んでした

◦ 紫外線カット効果があっても厚い塗膜を形成する塗装はメクレ、 
ハガレが起こり、塗替えが困難です

◦ #420 外装用クリアー“プラス”には木部を紫外線から守る働きをする
uVブロッカーが配合されており、木への紫外線のダメージを12分の1
に軽減します

◦ 木の美しさ、木地色をそのままに、色をつけないクリアー（透明） 
仕上げです

◦ 他のオスモカラー同様、再生可能な自然の植物油がベースで、 
浸透性が高く木の呼吸を妨げないのでメクレ、ハガレが起こりません

無塗装木材の場合 	#420 外装用クリアー“プラス”を塗装した場合
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オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス”

> 屋外用クリアー（透明）仕上げ（日焼防止木地仕上げ）
> 木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具など 

あらゆる外装木部に使えます
> 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、 

塗装の耐久性を大幅に向上させます 
クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に
比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります

> 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、 
そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り
塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分
缶サイズ：0.75l、2.5l、10l、20l缶

オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス”

※南洋材には適しておりません、詳しくはご相談ください

＞ 高い撥水性、水を玉のように弾く
＞ メクレ、ハガレが起こらない
＞ 簡単に塗れ、 きれいに仕上がる

植物油のメリット
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オスモカラー #430 ノンスリップデッキ（上塗り剤）

植物油ベースの
オスモカラーノンスリップデッキを
上塗りすれば安全です
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オスモカラー #430 ノンスリップデッキ（上塗り剤）

滑らなく
なります

> 屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料
（着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します）

＞ ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に 
滑り止め効果が付与されます

＞ ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、 
防カビ、防藻、防腐性能を持っています　

＞ 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、 
ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます

塗布量：１リットルで1回塗り約２４㎡分
缶サイズ：０．７５l、２．５l缶

オスモカラー #430 ノンスリップデッキ（上塗り剤）
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オスモカラー wr ウォーターレペレント（下塗り剤）

防虫、防腐、防カビのための
下塗り剤

> 透明、屋外下塗り用
> 木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具など 

あらゆる外装木部に使えます
> wr ウォーターレペレントは木材に高い撥水性と防虫、防腐、 

防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します
> 下塗り剤ですので3ヶ月以内にワンコートオンリーや 

カントリーカラー、ウッドステインプロテクターなどの 
上塗りが必要です

標準塗装回数：1回塗り
塗布量：1リットルで約6〜8㎡分
缶サイズ：> 0.75l、2.5l、10l、25l缶

オスモカラー WR ウォーターレペレント（下塗り剤）
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オスモウッドリバイバージェル／オスモガーデンクリーナー

> 屋外木部の下地処理剤
> 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗替えの 

前処理におすすめです
> 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いにもどります 

臭いがなく生分解する環境性があります
> 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを 

刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどで 
こすりながら真水で洗い流します 
48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロ
テクターで保護塗布します

使用量：1リットルで約12㎡分（木の傷み具合によって増減
します）

容器サイズ：0.5l、2.5l

オスモウッドリバイバージェル

※詳しくはオスモ塗替えシステムのパンフレットをご覧下さい

■オスモ塗替えシステムの手順
工程 塗料、他 乾燥時間

洗浄 ウッドリバイバージェルを
塗布し、擦り洗いする

48時間以上木部を
乾燥させる

下塗り ウッドステインプロテクター ４~ ６時間
上塗り ウッドステインプロテクター ４~ ６時間

  
再塗装は木部の傷みによって異なりますが、新しい木部の２〜３倍の塗料
が必要になることがあります

> 屋外用
> 様々な木部、プラスチック、石、コンクリート、レンガ、 

タイル、ガラスやガーデン家具に使えます
> 手間をかけず藻を根こそぎキレイに消し去ることができ、 

予防効果もあります 
においはほとんどありません

> 藻の濃さによって原液、又は2〜10倍に希釈したものを 
直接塗布します

使用量：1リットルで約30〜100㎡分
容器サイズ：1l

オスモガーデンクリーナー

使用後使用前

灰色化した木部の 
アクや汚れを落として、
塗装に最適な素地を復活させます

藻がキレイに消えて、 
生えてきません



32

オスモカラー専用道具　

1. オスモカラー専用刷毛洗浄液

> オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄
にご使用下さい

（塗料を薄めるのに使用しないでください）

缶サイズ：1l、4l缶

2. オスモペイントリムーバー　

> 家具、ドア、外装木部の古いペンキや 
ウレタンクリアーの塗膜を剥離するのに最適です

> 非塩素系、芳香性化合物を使用しない 
環境にやさしいタイプです

> oeCD 規格の生分解性があります

缶サイズ：0.75l缶（約2〜4㎡分）

　

2. オスモペイントリムーバー

1.	オスモカラー
専用刷毛洗浄液
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オスモカラー専用道具　

3. オスモパテ

3. オスモパテ

> 内装木部のピンホールや小さな割れを補修できます
> 乾燥後はサンディングでき、オスモカラーを塗装することが 

出来ます
> 7300ホワイト、7301ビーチ、7302スプルース、 

7303マホガニー、7304オークの各色があります

チューブサイズ：100 g

5. オスモワイドブラシ

> 立ったままの姿勢でフローリングやウッドデッキの塗装ができます

サイズ：220 mm 巾（120 cm 柄付き）

6. オスモコテバケ

> 広い面の塗装に最適です
> スペア部分は交換できます

4. オスモ筋違い刷毛

> すりこむように塗れ、オスモカラー塗装に最適です

サイズ：10号（30mm巾）、20号（50mm巾）

4. オスモ筋違い刷毛

5.オスモワイドブラシ

6.オスモコテバケ

コテバケスペア
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オスモカラーの特長

自然塗料：エコロジカルな生活
人と木と環境にやさしい 
自然の植物油がベースです

広い塗装面積：高い経済性
主剤比率が高いので良く伸びます 
したがって1㎡あたりの価格は 
大変経済的です

手早く簡単：	
再塗装がサンディングなしで出来ます
オスモカラーを塗りかえる時下地をはがす 
サンディングは要りません 
時間とお金の節約になります

aDVantaGes oF osmo
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一般的な自然塗料 ウレタンなどの
合成樹脂塗料や水性塗料 オスモカラー

◦木に浸透し内側から保護
◦塗膜を作らない
◦表面に保護層を作らない

◦木の表面に造膜して木の外側
を保護

◦塗膜を作る
◦塗り重ねによって厚い塗膜が存

在し、木が呼吸できない
◦塗膜はマニキュアのような 

形状で存在する

◦木を内側と外側の両方から 
保護する

◦塗膜を作らない
◦木が呼吸できる
◦表面保護力がある

メリット
◦木目が引立ち濡れ色がでる
◦塗替えにサンディング不要
◦塗装のメクレ、ハガレ、割れ、 

フクレが起こらない

デメリット
◦液体や汚れに対して保護力が 

ほとんどない
◦耐久性がなく頻繁に塗替えが 

必要

メリット
◦液体の汚れに対して強い
◦耐磨耗性に優れる
◦拭き掃除などで汚れを簡単に 

落とすことができる

デメリット
◦塗替える時、古い塗膜を 

サンディングによって全て取り除
く必要がある

◦部分的に補修はできない
◦塗装にメクレ、ハガレ、割れ、 

フクレが起こる

メリット
◦オスモカラーは木に深く浸透し、 

主剤が多く含まれているので、 
表層にも保護力が及ぶ

◦木目が引立ち美しい濡れ色が 
でる

◦部分補修は塗り継ぎが目立たず 
簡単にできる

◦塗装のメクレ、ハガレ、割れ、 
フクレが起こらない

◦液体に強く優れた撥水性がある
◦掃除、メンテナンスが簡単

表面の保護性能が低いため、液体をこぼすと	
すぐにシミになる

水性塗料や合成樹脂塗料で塗装すると、塗替えの
際全面剥離が必要になる

美しい仕上がり、長持ちし部分補修が簡単、優れた
撥水性、防汚性を併せ持つ

オスモカラーは
環境性と
耐久性を兼備した
自然塗料です

他の塗料との比較



natural wood finishes

オスモカラーは
“木を活かす自然塗料”です

⃝INTERIOR & EXTERIOR WOOD FINISHES ⃝WOOD PRESERVATION & MAINTENANCE

※商品改良や原材料価格の変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがあります。
■ご注意： 写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なります。実物サンプル等でお確かめください。

輸入元 ：

本　　　社 〒673-1111　兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
 TEL（0794）72-2001  FAX（0794）72-2000
東 京 支 社 〒160-0022　東京都新宿区新宿1-9-5 大台ビル5F
 TEL（03）5369-2671  FAX（03）5369-2672
東北営業所 〒981-1105　宮城県仙台市太白区西中田7-24-4-102
 TEL（022）381-8301  FAX（022）381-8302
中部営業所 〒486-0906　愛 知 県 春 日 井 市 下 屋 敷 町 1 - 2 - 7
 TEL（0568）35-3241  FAX（0568）35-3240
九州営業所 〒813-0034　福岡市東区多の津1-18-7 あけぼのビル401
 TEL（092）626-8895  FAX（092）626-8896

http://www.osmocolor.jp
info@nihon-osmo.co.jp

OSMO
Show Room

お近くのショールームで、見て、触れて本物の質感を体感してください
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