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The right answers to wooden floor treatment

”ハードワックスオイル仕上げの
フローリングに染み込んだ汚れ
が落ちない”

”オイル仕上げのフローリング
が摩耗して色落ちしてきた”

”ウレタン塗装のフローリング
にたくさん傷がついて
生き生きとして見えない”

“How do I restore my wooden floor’s beauty?”
”フローリングの魅力を取り戻したい。どんなメンテナンスや施工がベストなのか”
これは、空港のような大きな施設から個人住宅まで、私たちがいつも世界中のお客様から投げかけられている疑問です。
フローリングの仕上塗装の種類と、現在の床の状態によって、この正しい答えは決まってきます。

Clear answers to every floor condition 
Bonaフロアメンテナンスシステムは、床の塗装の種類とその時の状態に応じて、ベストなソリューションを提供します。

フローリングは、正しいメンテナンス方法と適正な周期でお手入れされると、常に一定レベル以上の美観を維持でき、
その価値はさらに高まります。
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Bona Floor Maintenance Program 
長年に渡り、フローリングメンテナンスに密接に関わってきた結果、Bonaはひとつの結論にたどり着きました。
それが、Bonaフローリングメンテナンスプログラムです。様々なフローリングの状態に応じて用意された
３つのシンプルなソリューションは、フローリングのライフサイクルを通して、その魅力を最大限に引き出します。

•  リフレッシュ

•  リコート

•  リノベーション

フローリング
ライフサイクル

Renovation
リノベーション

Recoat
リコート

Refresh
リフレッシュ

：ディープクリーン＋プロテクション

：ライトサンディング＋リコート

：サンディング＋塗装

天然素材である木材の優れた特性を最大限に引き出す。
それが設立以来 65 年ものあいだ続けてきたことであり、私たちテーオーフローリングの使命です。
北海道電力様向け電柱用材や JR 北海道様向け枕木用材の造材～製材を通して永年培ったノウハウを生かし、
北海道産広葉樹の楢（なら）樺（かば）ぶなはもちろんのこと、国内各地の県産材や世界中の銘木をフローリングに弊社では、
業界のパイオニアで世界トップ企業であるスウェーデン Bona 社とフローリングメンテナンスにおいて『自然そのままの
塗装仕上げにする』、『既存塗膜と上塗り塗膜との密着力を高め、新しい保護膜を形成し、耐久性に優れた仕上げにする』、

『カラーを変えたり、光沢を変えたりと自由に個性的に仕上げる』を追求し、実現しました。
Bona フローリングメンテナンスプログラムを活かしたライフタイム・サポートの提供が可能です。

×
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　　Floor Maintenance Guide　フロア メンテナンス ガイド

Basic daily cleaning　日々のお手入れ

一般施設のフローリング

キレイに見えるフローリングでも、外部から持ち込まれた砂などや、人体から発生する汗などの油分など、様々な汚れに直面しています。特に触ってザラザラする
ものは放置せずにすぐに取り除かないと、塗装に傷をつけて光沢が落ちたり、塗膜を傷める原因になります。タイムリーなから拭き清掃や拭き上げ清掃が、長期間
フローリングをキレイに維持する大切なポイントです。

①　Bonaモップ＋Bonaダスティングパッドでから拭きしてください。
②　必要に応じて、Bonaプレミアムスプレーモップでクリーナーをスプレーしながら拭き上げ清掃してください。

スポーツフロアのフローリング

フロア表面のチリやホコリは、フロアのスリップ抵抗に大きな影響を与えます。チリやホコリ、砂などがフロア表面に残った状態では、滑りやすいスポーツフロアに
なってしまいますので、これらは毎日取り除くよう心掛けましょう。

①　Bonaスポーツモップ＋Bonaダスティングパッドでから拭きしてください。
②　必要に応じて、入口周辺やよく使用するエリアは、Bonaスポーツモップ＋Bonaクリーニングパッドで拭き上げ清掃してください。
　Bonaディープクリーンソリューションを水で20倍に希釈したものをスプレーヤーに入れ、Bonaクリーニングパッドにスプレーして使用すると便利です。

Occasional cleaning　年１～２回のお手入れ ＝ ディープクリーン

一般施設のフローリング

Bonaプレミアムスプレーモップで拭き上げ清掃をタイムリーに行っていただければ、基本的に特別な清掃は不要です。
Bonaプレミアムスプレーモップで落とせない汚れがある場合は、Bonaディープクリーンソリューションを水で20倍に希釈したものスプレーして、拭き上げてください。

スポーツフロアのフローリング

一見キレイに見えるスポーツフロアでも、人間の体から排出される皮脂汚れや運動靴のラバーなど、スポーツフロア表面には様々な汚れが徐々に付着していきます。
毎日から拭きしていても、これは決して避けられることではありません。年に１～２回を目安に、これらの汚れをしっかりと取り除くことで、徐々に汚染され、滑り
やすくなっていくスポーツフロアを復元することができます。

Bonaスポーツモップ＋Bonaクリーニングパッドを使用する場合：
①　Bonaディープクリーンソリューションを水で20倍に希釈したものを噴霧器に入れ、100㎡（５×20ｍ）を目安にフロアに噴霧します。
②　噴霧したエリアを、Bonaスポーツモップ＋Bonaクリーニングパッドで拭き上げ清掃します。落ちない汚れがある場合は、Bonaスポーツモップを足で踏んで
　床を擦ってください。
③　フロア全体を清掃し終えたら、Bonaクリーニングパッドを水でよく洗って絞り、フロア全体を拭き上げてください。

清掃頻度は、いろいろな要素によって変わってきますので、一律同じとはなりません。使用頻度の多い、少ないでも変わってきますし、グランドと併設されており、
土砂の持ち込みが多いフロアと、階上にあって入口から遠いフロアでも違ってきます。上記メンテナンスが適切な頻度で行われているかによって、フロアの寿命や
その後のメンテナンス内容が大きく変わってきますので、施設にあった適切なメンテナンス周期を設定することが重要です。
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Bona ディープクリーンソリューション WM650020010
(0309110) ￥29,700 /箱（＠9,900） ５L×3本／箱

汚れたフローリングのクリーニングに開発された非毒性水性の強力クリーナー。
ポリウレタン皮膜の光沢を損ねることなく、皮膜に付着した汚れを強力に取り除き
ます。消泡性にもすぐれています。

使用方法：濃縮タイプなので水で希釈して使用します。
　10倍希釈 --- スポットクリーニングに、ヒールマークやスカッフマークの除去
　20倍希釈 --- Bonaスポーツモップ＋Bonaクリーニングパッドで拭き上げ清掃

Bona プレミアムスプレーモップ CA201010511
(0309443) ￥35,200 /箱（＠8,800） . 4セット／箱

フローリングメンテナンスのプロ【Bona】が生んだ
フローリングお掃除モップ。使い方はとっても簡単！
ハンドルを握ると、クリーナーがフロアにスプレーされ、あとは拭くだけ。
Bona プレミアムスプレーモップには、
詰め替え可能なクリーナーカートリッジと繰り返し洗って使える
マイクロファイバークリーニングパッドが付属しており、
これひとつでフローリングの掃除が完結します。

フローリングを効果的に掃除し、
ホコリや汚れを取り除き、美しく自然な輝きのある床を演出します。
クリーナーカートリッジは詰め替えて使えるので経済的です。

一般施設向け 製品番号
(発注品番） 単価/箱 入数

スポーツフロア向け 製品番号
(発注品番） 単価/箱 入数

スポーツフロアの清掃用に好評のBonaモップの幅広タイプです。
152×10cmとワイドな幅で広いスポーツフロアの清掃に最適。
Bonaスポーツモップ本体にBonaダスティングパッドとBonaクリーニングパッドが
各１枚付属。

　含まれるもの:
　　•  ダスティングパッド152cm×１枚
　　•  クリーニングパッドパッド152cm×１枚
　　•   モップ本体

Bona スポーツモップ WM710013471
(0311013) ￥136,000 /箱（＠34,000） 4本／箱

Bona ダスティングパッド 152cm AX0003500
(0311014) ￥3,800 1枚／梱

Bona クリーニングパッド 152cm AX0003499
(0311015) ￥3,800 1枚／梱
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Deep clean & protection

短時間施工でもしっかり復元します！
Bonaリフレッシュシステムは、汚れたフローリングを短時間作業で美しく復元します。

定期的に行うことで、リノベーション周期を大幅に延長できます。

半日に満たない短い作業時間※で、すぐに歩行できるようになります。

Bonaディープクリーンソリューションとフローリング用洗浄機Bonaパワースクラバーとの組み合わせが、フローリングを

傷めることなくしっかり汚れを取り除きます。木を傷めることなく、頑固な汚れやスカッフマークなどを根こそぎ洗い落とし

ます。

ウレタン・UV仕上げのフローリングは、拭き上げて作業終了です。

自然塗装仕上げのフローリングには、Bonaオイルケアを塗布します。 

ほんの数時間の作業※で、フローリングはまるで新品のように復元します。

※実際の作業時間は、作業対象面積や什器移動の必要量など現場の状況によって変動しますが、

300㎡程度のオープンスペースであれば半日未満の作業で作業が完了し、歩行が可能になります。
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短時間で施工完了

Bonaパワースクラバーの洗剤
タンクにきれいな水で希釈された
Bonaディープクリーンソリューション
を入れます。

フローリングの仕上げと汚れの
状況にあったブラシを取り付け
ます。

Bonaパワースクラバーで
木目に沿って床面を洗浄し
ます。

Preparation

1 2 3

自然塗装の場合は、
Bonaオイルケアを塗布し
ます。

Bonaオイルケアをフロア全体に
薄く塗り広げて仕上げます。

フロアはまるで新品のように
復元します。

Protection

54
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Decking Rivival

短工期でデッキが蘇ります！
屋外デッキ向けのBonaリフレッシュシステムで、汚れたデッキを短工期作業で美しく復元します。

定期的に行うことで、デッキを長期間良好な状態で使用できます。

洗浄から塗布作業まで含めて、数日間で作業は完了します。

Bonaディープクリーンソリューションとフローリング用ブラシ型洗浄機Bonaパワースクラバーとの組み合わせが、

デッキを傷めることなくしっかり汚れを取り除きます。

何種類もの植物オイルをブレンドしたBonaデッキオイルを上塗りして、デッキをひび割れや日焼けから守ります。

  Bona デッキオイル

亜麻仁油ベースの屋外木部用浸透性オイルで、ウッドデッキやガーデン家具、
フェンスや外壁などあらゆる外装木部に使用出来ます。
木の自然な木目を強調した半透明の仕上がりで、撥水性、耐候性、対紫外線にすぐれ、
木をひび割れなどのダメージから守ります。VOCが6%未満と非常に少ないため、
溶剤特有の臭いや揮発成分に悩まされることなくご使用いただけます。
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外部デッキもリフレッシュ

Bonaパワースクラバーの洗剤
タンクにきれいな水で希釈された
Bonaディープクリーンソリューション
を入れます。

Bonaパワースクラバーにオレンジ
ブラシを装着します。
洗浄作業前に外部デッキを水で
洗い流しておきましょう。

Bonaパワースクラバーで
木目に沿って床面を洗浄し
ます。

Preparation

1 2 3

一晩乾燥させたあと、
Bonaデッキオイルを塗布
します。

木目に沿ってたっぷりと、均一に
塗布してください

Bonaオイルクロスで余剰な
オイルを拭き取ります。

Protection

54 6

Before

After
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Recoat
リコート

Light Sanding 
& Recoating

フローリングの寿命がさらに長く
フロアに染み込んだ汚れが落としにくい、歩行による細かい傷が目立ってきたと感じたら、

Bonaリコートシステムで新築当時の美しさを取り戻しましょう。

フルリノベーションを行わなくても、ほとんどの場合、一日施工で十分にフロアの美しさが蘇ります。

店舗であれば休業中の一晩で作業が完了します。

Bonaダイヤモンドディスクでフロア表面を研磨して、歩行などによって生じた細かい傷を取り除き、

BonaトラフィックHDを上塗りします。

既存塗膜としっかりと密着し、耐久性にすぐれた新しい保護膜を形成します。

フロアはたった一日でその美しさを取り戻し、新たな保護膜によってフロアの寿命がさらに長くなります。
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一日施工

Bonaダイヤモンドディスク
G240でフロア表面を研磨
します。

Bonaパワースクラバーの洗剤
タンクにきれいな水で希釈された
Bonaディープクリーンソリューション
を入れます。

フローリングの仕上げと汚れの
状況にあったブラシを取り付け
ます。

Bonaパワースクラバーで
目に木追って床面を洗浄
します。

Preparation

1 2 3 4

BonaトラフィックHDを
ローラーで塗布します。

細かい傷などはすべて消えて
フロアはまるで新品のように
復元します。

Protection

5
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　　Light Sanding & Recoat　リコート
最初はキレイだったフロアも、時が経つと使用によって塗装表面に無数の細かいキズがついてきます。
定期的にトップコートを再塗装することで、フロアは復元し、リノベーションの周期を大幅に延長することが出来ます。

一般的に表面塗装の寿命は10年と言われています。およそ10年を境に、ラインテープを剥がした際に表面塗装と一緒に
木の表面が剥がれササクレの原因となったり、滑りやすくなったり、安全なフロアとは呼べなくなっていきます。中間管理で
ワックス管理を行っていても、この現象は変わりません。

私たちが、定期的なリコート作業を推奨する最大の理由がここにあります。

Bonaダイヤモンドディスクは、塗装表面についた細かいキズを効果的に取り除きます。フロア表面をしっかりと均一に研磨
しますが、その研磨痕は非常に細かいため、従来のサンディングスクリーンとは違って目に見えません。既存塗膜と上塗り
塗装との密着力を高め、リコート前の理想的な下地を作ってくれます。

3. リコーティング2. ペーパーで目粗し1. 摩耗した塗装表面

従来の方法
サンディングスクリーンで目粗し Bonaダイヤモンドディスクで目粗し

砥石がしっかり当たっているところは深い傷となって視認できる一方、
当たりが弱いか、当たっていないように見受けられる個所も。

全体が均一に研磨されて馴染んでおり、研磨痕も視認できない。

Durability that sticks　コンテストで密着性の確認

下地処理：目粗し作業なし
フィルム状に塗膜が剥がれる密着不良に

下地処理：サンディングスクリーン
密着しているが、強い力かかるとが剥がれてくる

下地処理：Bonaダイヤモンドディスク
密着しており、強い力がかかっても剥がれない

A visibly more beautiful surface　研磨痕の確認

Recoat
リコート
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トップコート（仕上剤）

製品名 タイプ
グロス シルクマット マット ex マット ウルトラ

マット
重歩行

90 40-50 20-25 10-15 6-8

Bona メガONE　シルクマット １液 〇 〇
Bona メガONE　マット １液 〇 〇
Bona メガONE　ex マット １液 〇 〇
Bona トラフィックHD シルクマット ２液 〇 ◎
Bona トラフィックHD マット ２液 〇 ◎
Bona トラフィックHD ex マット ２液 〇 ◎
Bona トラフィックHD Raw ２液 〇 〇
Bona スーパースポーツ2K ２液 〇 〇

※上記の数値は、光沢計と呼ばれる塗装面の光沢を数値化する測定器で測定した際の値で、数値が大きいほど光沢が出ます。肉眼では、光沢地40以上から光沢
感を感じます。

Bona 2K スポーツ

ピカピカの
光沢に

落ち着いた
上品な光

沢に

落ち着いた
シックな
雰囲気に

ナチュラル感
を活かした
仕上がりに

木の風合いや
触感を残し
無塗装感の
仕上げに

どのトップコートを使用するかによって、部屋の雰囲気は一変します。

既存のフロアがグロス仕上げであっても、リコート作業にマットを選択すればフロアはマットな仕上がりに、逆にウルトラ
マット仕上げのフロアのりコート作業にシルクマットを選択すれば、フロアはシルクマット仕上げになります。お手軽に光沢の
変化を楽しめるのも、十分な塗膜厚があり、耐久性抜群なウレタン塗料だからこそ。特に近年では、昔に流行ったグロス
仕上げを選択されるお客様は年々減り、マット、ex マット、ウルトラマットといった光沢のない仕上がりが支持されています。

２液型水性ウレタン塗料
～耐久性抜群で重歩行現場に最適

１液型水性ウレタン塗料
～住宅から店舗まで、あらゆる現場に最適

Bona メガONE
• 使いやすい１液型だが２液と　　

同等の性能
• 割れが発生しにくく床暖房に最適
• 光沢は次の３種類

Bona トラフィックHD Raw
• 木の自然な風合いを再現
• 光沢はウルトラマット（どの角度

から見ても）
• 高耐久性
• 滑りにくいシルクマット

マット
ex マット

（半つや）
（つや消し）
（全つや消し）

Bona トラフィックHD
• 卓越した耐久性
• 12時間後に完全使用可能
• 無黄変
• 光沢は次の３種類

シルクマット
マット
ex マット

（半つや）
（つや消し）
（全つや消し）
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Renovation
リノベーション

Full Sanding & New Surface

完全に生まれ変わります
フロアに深刻なダメージが生じ、色が剥げてきたリ、木の素地に達するような深い傷がついてきたら、

そのフロアは寿命を迎えようとしています。

Bonaリノベーションシステムは、そのように傷んだフロアを貼り換えることなく、完全に生まれ変わらせます。

そのうえ、カラーや光沢も自由に選択でき、自分の好みのフロアに仕上げられます。

ダストフリーサンディングを実現するBonaサンディングマシンや、高性能のBona研磨ペーパーで木を素地まで

研磨して、深い傷と一緒に古い塗膜をすべて取り除きます。

Bonaダストフリーサンディングシステムは、研磨時に発生した細かい木の研磨粉が空気中に舞わないため、

環境を汚すリスクがないだけでなく、作業者の健康にも安心です。

Bonaの各仕上剤によって、素地まで研磨されたフロアを再塗装します。違うカラーに仕上げたり、

デザイン性を追求した個性的なフロアに仕上げたり、光沢を変えたりと、仕上げは自由にお選びいただけます。
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2-4日間で施工完了

木を素地まで研磨します。
ペーパーの番手を３回以上
変えながら研磨して、
表面を平滑に仕上げます。

水性プライマーを塗布します。

水性トップコートを２回以上塗布
してフローリングを保護します。

ライトサンディングで木の毛羽立ち
を取り除いた後、除塵します。

Preparation

Protection

1 2 3

4

完全に新しいフロアに生まれ変
わります。着色でカラーを変えた
り、光沢も５種類からお選びいた
だけます。
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3. 仕上げ研磨 4. ウレタン塗装2. 素地までサンディング1. 傷んだフロア表面

ただ、このリノベーションには限界があります。削るにつれてフローリングが薄くなるため、フローリングを固定するために使用された隠し釘の頭が露出するまで
削ると、もうそのフロアは限界です。次回のリノベーションは、フローリングを全面張り替えるか、新しいフローリングを上張りするしかありません。また、削るに連れて
フローリングのサネ上の木部が薄くなるため強度が弱くなり、フロアに強い衝撃がかかった際にその衝撃を吸収しきれず、サネ上の木部が割れてしまってササクレ
となる場合があります。

フロアを長期間使用するためには、このリノベーション回数をいかに減らすかが大切です。また、危険なフロアを回避するためにも、リノベーションの回数は
少ない方がベターです。この鍵は、日頃のメンテナンスと定期メンテナンスの頻度・内容に大きく依存します。

安全なフロアを実現するためには、塗料の選定や仕様も大切です。フローリングは、空気中の温湿度の変化によって収縮します。塗膜の耐久性のみを追求して
塗膜強度を求めるあまり、強過ぎる塗料を使用すると、木の収縮に塗料が勝ってしまい、木部の弱い部分が裂けてササクレの原因となる場合があります。
スポーツフロアには他のフロアと違った要素が求められます。安全にスポーツを楽しむためには、適度な滑り抵抗を持つ塗膜が必要です。快適な運動には適度
な弾力性も必要で、その弾力性に追従する塗膜でなくてはいけません。

これらの要求を満たし、安全で快適なスポーツフロアを実現する仕上剤が求められています。
これらの要求をしっかりと満たしているからこそ、Bona社のスポーツフロア用仕上剤は、世界中の著名な施設で利用されています。

また私たちは、仕上用の塗料だけではなく、仕上剤がその性能を正しく発揮するための塗布ツールや、リノベーションに欠かせないサンディングマシン、研磨粉の
空中への飛散を防ぐダストフリーサンディングシステム、サンディングに欠かせない研磨用ペーパー、その後のお手入れやメンテナンスに欠かせない清掃ツールなど、
スポーツフロアの完成、維持管理に必要なすべての要素を製品としてラインナップしています。

　　Full Renovation　 リノベーション

Installation / Renovation　新築／改修

スポーツフロアでは、無塗装フローリングを貼り、現場でサンディング、塗装して仕上げる工法が、一般的に広く採用されています。この工法は、新築時だけでな
く、フロアが古くなり、傷んできたときのリノベーションでも行われています。工場塗装済みフローリングも新築スポーツフロアで見受けられるようになってきま
したが、こちらも同様の工法でリノベーションできます。

木を素地までサンディングしますので、素地までしみ込んだ汚れはもちろんコートラインなど、フロア上の装飾や汚れはすべて消えてなくなります。フローリングを
張り替えるより、はるかに安価で工期も短く済みますので、一般的に広く行われています。

Bonaダストフリーサンディングシステムは、作業時の研磨粉塵を発生させないので、スポーツフロアだけでなく、店舗や住宅などの一般施設のリノベーションにも
広く利用されています。

古いスポーツフロアをサンディングしている様子 他社製の研磨ペーパー Bona社製の研磨ペーパー

14

Renovation
リノベーション
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研磨工程

リノベーション作業で最も重要な工程です。正しいマシンと研磨ペーパーを正しく使用しないと、せっかく費用をかけてリノベーションしたフロアが汚れやすく
なってしまいます。長年の経験と最新式の技術を導入し、従来の作業とは一線を画した素晴らしい仕上がりが得られます。その工程の一例をいかにご紹介します。

研磨ペーパーの
砥石の大きさ

床の断面 作業の目的

粗掛け
研削性にすぐれた素材を使用し
大きな砥石で古い塗膜を削り取り
フローリングの反りなども解消して
床面をフラットにします。

中掛け

大きな砥石によってザラついた
床表面を滑らかにします。
粗掛けで使用した砥石サイズの
1/2 以上の大きさの砥石を選択して
粗掛けの深い傷をキレイに消し去るの
がポイントです。

仕上げ掛け

さらに小さな砥石のペーパーで磨き
床表面をさらに滑らかにします。
粗掛け・中掛け作業の砥石の傷を
キレイに消し去ることで新品と同様の
フロアに生まれ変わります。

ライト
サンディング

塗装前の最後の研磨工程です。
ポリッシャーを使用して、回転状に
床表面を磨き上げることで
粗掛け、中掛け、仕上げ掛けで
発生した研磨痕をすべてキレイに
取り除きます。

木を素地まで研磨したら、プライマーを塗布し、その後トップコート２～３回を塗布して仕上げます。
選択するプライマーによってカラーも変えられます。また、近年住宅で人気のあるオイルフィニッシュ（自然塗料）を使用し、お好みのカラーに仕上げることも可能
です。
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Bona ホワイト
• 白く着色された仕上げに
• ローラー塗装
• 床暖房に対応

Bona クラシック
• 柔らかい皮膜で追従性にすぐれる
• 無黄変
• 床暖房に対応

Bona アンバー
• 油性塗料のような色合いに
• 2回塗装
• 床暖房に対応

トップコート（仕上剤）

プライマー（下塗り剤）

Bonaリノベーションシステムで木を素地まで研磨した後は、カラーや光沢を自由に選択し、

自分の好みのフロアに仕上げられます。

耐久性や防汚性、環境性にすぐれた水性塗料の組み合わせ、プライマー＋トップコート システム、

スポーツ施設に特化した塗装システム、オイルフィニッシュで自然塗料仕上げなど、

ご自由にお選びください。　※プライマーは木の素地に直接塗布してください。

Bona クラフトオイル
クリアーを含め全２色。浸透性にすぐれているので木に深く
浸透し、耐水性や耐薬品性、耐摩耗性を向上させます。
天然植物油を原料とし、低VOCを実現しましたので、
住環境だけでなく作業環境にも安心・安全をお届けします。

オイルフィニッシュ（自然塗料）

２液型水性ウレタン塗料
～耐久性抜群で重歩行現場に最適

１液型水性ウレタン塗料
～住宅から店舗まで、あらゆる現場に最適

Bona メガONE
• 使いやすい１液型だが２液と　　

同等の性能
• 割れが発生しにくく床暖房に最適
• 光沢は次の３種類

Bona トラフィックHD Raw
• 木の自然な風合いを再現
• 光沢はウルトラマット（どの角度

から見ても）
• 高耐久性
• 滑りにくいシルクマット

マット
ex マット

（半つや）
（つや消し）
（全つや消し）

Bona トラフィックHD
• 卓越した耐久性
• 12時間後に完全使用可能
• 無黄変
• 光沢は次の３種類

シルクマット
マット
ex マット

（半つや）
（つや消し）
（全つや消し）

Bona クラフトオイル2K
大幅に改良された植物ベースのオイルから作られ
たユニークな処方により乾燥時間が短縮され、耐
摩耗性が強化されました。撥水性にもすぐれていま
す。クリアーを含め全1２色。
オイル単体での仕上げにも使用できますし、水性
仕上剤での上塗りも可能です。
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スポーツフロア

※製品ラベルは予期なく変更する場合があります。

FIBAは、バスケットボールの世界的な統括団体です。このスポーツの唯一の権威であり、
国際オリンピック委員会（IOC）にも認められています。Bona社は、FIBAのオフィシャル
テクニカルパートナーとして、オリンピックコートやプロリーグのアリーナなどの会場で、
スポーツフロアの最高水準のパフォーマンスを確保するために重要な役割を果たしています。

Bona スーパースポーツプライマー

無塗装の木製スポーツフロア用1液型水性プライマー。木材への接着性にすぐれ、サイドボンディングの
リスクを低減しますので、ラインマーキング及びスポーツフロアに最適な下地を作ります。
再生可能な原材料を70％使用した水系ウレタン樹脂から作られており、研磨性や塗布性にもすぐれてい
ます。

Bona スーパースポーツ2K

Bonaスーパースポーツ2Kは、高い耐久性と肉持ちにすぐれた2液型の水性ポリウレタン樹脂塗料です。
屋内スポーツフロアのプロフェッショナル用途に開発され、丈夫で耐久性のあるハイビルドポリウレタン
仕上げを提供します。クリアで黄変しない処方です。
屋内スポーツフロア用の欧州規格に適合しており、国内基準の滑り抵抗値にも適合しています。

Bona トラフィックHD Raw

自然塗装（オイル仕上）と同じような無垢の風合いを保ち、木独特の質感を体感できる水性仕上剤です。
木の自然な趣、風合いや感触を与えてくれますので、素足で使用する武道場には最適です。水性ウレタン塗料
でありながら、無塗装かと見間違えるほどのマットな風合いで、触感もポリウレタン樹脂で仕上がった体育
館の床とは大きく異なり、木の自然な触感を再現します。オイル、ワックス、塗料の全ての長所をあわせ持つ
新しい塗料です。
木の素地からBonaナチュラルを１～２回塗布し、BonaトラフィックHD Rawを２回上塗りしてて仕上げて
ください。
”ナチュラルルック”だけでなく、その処方にも最大限環境に配慮して、原材料には再生可能な資源を厳選して
使用しています。

素足で使用する武道場に最適な仕上剤



リフレッシュ  Refresh リコート  Recoat リノベーション  Renovation
UV/ウレタン塗装仕上：
パワースクラバーとディープクリーンで洗浄

オイル仕上：
パワースクラバーとディープクリーンで洗浄後、
メンテナンスオイルを塗布

ハードワックスオイル仕上：
パワースクラバーとディープクリーンで洗浄
後、Bonaワックスオイルリフレッシャーを塗布

UV/ウレタン塗装仕上：
Bonaダイヤモンドディスクで研磨後、
BonaトラフィックHDを上塗り

オイル仕上：
パワースクラバーとディープクリーンで洗浄
後、Bonaダイヤモンドディスクで研磨。
メンテナンスオイルを塗布

ハードワックスオイル仕上：
Bonaダイヤモンドディスクで研磨後、
Bonaハードワックスオイルを上塗り

UV/ウレタン塗装仕上：
木を素地まで研磨して水性ウレタン塗料を
再塗装して仕上げ

オイル仕上：
木を素地まで研磨してBonaクラフトオイルを
再塗装して仕上げ

ハードワックスオイル仕上：
木を素地まで研磨して
Bonaハードワックスオイルを再塗装

1919年に北欧スウェーデンで生まれた私たちBonaは、現在では業界のリーディング
カンパニーとして、世界90カ国以上で製品をご愛用いただいています。

お客様の課題に対して、効果が長持ちして効率的、かつ持続可能な
トータルソリューションの提供を私たちは目指しています。

■札幌支店

■青森営業所

■仙台支店

■関東支店

■名古屋営業所

■大阪営業所

■九州営業所

〒065-0018

〒030-0803

〒981-1106

〒177-0033

〒455-0803

〒577-0013

〒812-0018

北海道札幌市東区北18条東5丁目2-3

青森県青森市安方2-17-19-6F

宮城県仙台市太白区柳生4-3-12
　      ハイツリュミエール104号室

東京都練馬区高野台2-26-5

愛知県名古屋市港区入場2-605

大阪府東大阪市長田中2-2-28　三恵ビル2F

福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
　キャナルシティ・ビジネスセンタービル2F

TEL 011-299-3562

TEL 017-721-1181

TEL 022-748-5345

TEL 03-5923-7778

TEL 052-389-3115

TEL 06-4307-4480

TEL 080-2864-5191

FAX 011-299-3563

FAX 017-721-1182

FAX 022-748-5598

FAX 03-5923-7779

FAX 052-389-3116

FAX 06-4307-4481

FAX 050-3510-9255


