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登録番号：C01066

ホルムアルデヒド
放 散 等 級

アクリル樹脂系

屋内木質床材用 水 性



ハイビゾールW AVD

用　途

以下の木質床にはご使用いただけません。
■フッ素樹脂・シリコン樹脂塗装の木床　■オイルステイン、ロウ仕上げ等の油加工された木床　■油性ワックス施工床、
■未塗装木床（白木床等）　■特殊な木床（漆仕上げ等）　■土足で歩く木床（靴底の砂利などを持ち込む可能性がある場所）

乾いた布で拭いていただき、水拭きされる場合は固く絞った雑巾などで行ってください。
※ 艶ムラやすべりの原因となるため化学雑巾は使用しないでください。また、塗膜の除菌や消毒についてはアルコール類は使用しないでください。

高い抗菌・抗ウイルス効果が持続！

！注意事項
・ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
・ SIAAの安全性基準に適合しています

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。

抗菌・抗ウイルス

本製品を塗付した試験片および無塗装の試験片に試験菌液を滴
下し、24時間経過後の菌数を測定します。その測定値から抗菌活
性値を算出した結果、SIAAマーク表示基準を上回る抗菌性が実
証されています。

本製品を塗付した試験片および無塗装の試験片に試験ウイルス
液を滴下し、24時間経過後のウイルス数を測定します。その測定
値から抗ウイルス活性値を算出した結果、SIAAマーク表示基準
を上回る抗ウイルス性が実証されています。

施工方法

屋内の木質塗装床材 （木質フローリング材）

日常のお手入れ

特　長

住 宅 学校・児童施設 スポーツクラブ・レジャー施設

SIAA（抗菌製品技術協
議会）WEBサイトの本製
品登録ページにリンクし
ます。

www.kohkin.net/

■ゴム手袋またはビニール手袋、保護メガネ等の適切な保護具を着用し、塗料が皮膚に付着しないよう、目に入らないようご注意ください。
■塗料は使用期限内に使用し、よく混ぜてから使用してください。
■使用の際は、室内の換気を充分に行ってください。
■室温が低い時（５℃以下）や、湿度が高い時（85%以上）には、塗装しないでください。（エアコン・暖房器具により室内を適温調整してくだ

さい）
■目地などに溜めず厚く塗らないようにご注意ください。また均一に塗付されていないと艶ムラなどが生じることがあります。
■未使用の塗料は密栓し保管してください。使用済みの塗料を廃棄する場合は自治体の規制に従い適切に処分してください。

施工上の
注意

塗装の前に

塗　装

乾　燥

掃除機等でごみやホコリ等を清掃してください。1

市販の床用クリーナー等で汚れや油分等を洗浄します。床に古いワックス成分が
残っている場合は、床用クリーナー等を使用し完全に除去します。（床用クリー
ナー等に記載されている使用上の注意をよく読んで行ってください。）

2

3

塗料を受け皿などの容器に適量入れ、コテ刷毛等に適度に含ませ均一に薄く
塗り広げてください。

きれいに水洗いした雑巾で3回以上水拭きを繰り返し、完全に洗剤成分を取り除き
ます。（洗剤成分が残っていた場合、変色や剥離等の原因となりますのでご注意
ください。）

4

5

6 塗装後、充分に乾燥させてください。
（艶だしのために乾拭きは不要です）

水拭き後、床面を充分に乾燥させます。

抗菌性について

抗ウイルス性について （ISO21702：2019）

（JIS Z 2801：2012）SIAA抗菌・抗ウイルス加工登録商品

F            登録塗料

速乾で付着性が良好

取り扱いが容易で作業性が良好

抗菌製品技術協議会で効果と安全性を証明する SIAA 抗菌・抗ウイルスマーク表示基準に適合しています。

日本塗料工業会のホルムアルデヒド自主管理基準において内装仕上げの使用面積で
制限のない「F☆☆☆☆」を取得しています。また、シックハウスに係わるトルエン・
キシレン等の指定有機化合物を配合していません。

乾燥が速く、木質塗装床材に対し良好な付着性を有します。

水性タイプなので塗装時に溶剤等を使用する必要がなく、作業性が良好です。

登録番号：C01066

ホルムアルデヒド
放 散 等 級

抗菌・抗ウイルスコーティング剤 屋内木質床材用 水性アクリル樹脂系

荷  姿

1Kg

・エッジャー
・ワンタッチコテ刷毛
ハンディ・クラウン製

乾燥時間
室温
指触
硬化

10℃
20分
90分

20℃
15分
60分

30℃
12分
45分

（標準塗付量：15g/m2）

小面積で事前塗装を行
い、塗膜のハジキや塗
膜乾燥後の付着性を確
認してください。

推奨塗装器具

塗装に必要なもの

コテ刷毛

受け皿
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製品容器に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。
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■製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
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