
•製品単体で濃い色合いのウォールペイント材としてお使い頂けます。

•AURO No.321 白色ウォールペイント材に混ぜることにより着色顔料として

 お使い頂けます。

用途

水、および植物オイルをベースにし、色褪せのない天然ミネラル ( 鉱石 ) を

顔料成分としております。

特徴

AURO No.330 天然水性顔料（No.321 専用）

・使用の前に本製品のみでよく撹拌し、均一になめらかな状態にしてから使用し

　てください。( 特に 81、82、99 はよく撹拌 )

＜＜単体で使用する場合＞＞

・本製品は室内用です。液体の影響を受けない所にのみ使用可能です。

・完全硬化 (4 週間 ) するまでは塗装面に触れないでください。

・稀に下地材との相性により乾燥が的確に完了しないことがございますので、必

ず全ての塗装面 ( 下地 ) に対し、目立たない個所で試し塗りを行い、異常のない

ことを確認してから作業を開始して下さい。( ご購入前に弊社の無料サンプルで

ご確認頂けます。)

・一度に厚塗りし過ぎますと、乾燥に要する時間が長くなりますのでご注意下さい。

・作業の際は塗料が皮膚に触れないようにして下さい。

・気温 10℃～ 30℃、湿度 85％以下の環境下でご使用下さい。( 強制乾燥厳禁 )

・やむを得ず塗料を処分する場合は、乾燥させた後、一般ごみとしてお出し下さい。

•保管は確実に密栓し、子供の手の届かない冷暗所にて。( 作業中も子供の行動に

は要注意 )

◆石膏塗装面、プラスターボード、ジプサムボードに塗布する場合

　・【下地処理】これらの下地は吸収力が高く、また吸収率にムラもありますので、 

　 Nr.505 グリップコートを下塗りして下さい。

　・塗装面は奇麗な乾燥状態にして下さい。油汚れやテープ類、洗剤成分などが

　  残っていないようにして下さい。

　・表層の粉や遊離した塗膜等はブラシ等で事前に落として下さい。

　・塗装面が強いアルカリ性を示す場合は中性化して下さい。

　・下地の石膏が新しい場合は、施工から 4 週間以上乾燥 ( 硬化 ) させて下さい。

　・ハケやローラー、スプレーガンを用い、壁または天井に規則正しく塗布して

　 下さい。

◆既に塗装やコーティング、壁紙等が施されている面に塗布する場合

　・ウレタン・ペンキ・ラテックス等、グロス系塗料の表面上に当製品を塗布す

　 る際は、サンドペーパー等で極力古い塗装膜を落とすか、AURO Nr505 を

下地に塗布してからお使い下さい。

　・表層の粉や遊離した塗膜等はブラシ等で事前に落として下さい。泥は完全に   

　 洗い流して下さい。

　・下地塗装の定着が悪い部分は剥がし補修して下さい。剥がれたり定着の悪い

　 ウォールペーパー ( 下地 ) は糊づけし、完全乾燥させて下さい。

　・下地は吸収力が高く、また吸収率にムラもありますので、当製品に 10％の

　　水を加え粘度を下げ、一度下地塗りを施して下さい。

　・仕上げ塗装時、加える水は 10％以下として下さい。

＜＜AURO No.321 に混ぜて使用する場合＞＞

・Nr.330 の割合が 50% を上回る場合は

  Nr.505 グリップコートを下塗りして下さい。

・稀に下地材との相性により乾燥が的確に完了しないことがございますので、　 

必ず全ての塗装面 ( 下地 ) に対し、目立たない個所で試し塗りを行い、異常の な

いことを確認してから作業を開始して下さい。( ご購入前に弊社の無料サン プル

でご確認頂けます。)

・カラーチャートの配合率を目安にして下さい。

・意図する色がでるまで、断続的にかき混ぜながら少しずつ顔料を注ぎ入れて 下

さい。

・AURO No.321 の着色顔料として使用する場合の、混合比率の限度は特にあ 

りません。

・最適な混合比率を定めるため少量で事前のテストを行ってください。テスト塗

りでは、乾燥時間の確認、乾燥後の発色の確認も行いましょう。

・AURO No.321 の着色顔料として当製品をお使いになる場合は、 AURO　　

　No.321 の「商品説明」も必ず併読して下さい。

◆塗布・塗装に関して

　・AURO No.321 をご参照下さい。

使い方と注意

カラー詳細は別紙のカラーチャートをご覧
下さい。

カラー全１0 色・・・・・・・・・・・・・



商品名称

　AURO( アウロ ) No.330 天然 水性顔料

　　　　　　　　　　(AURO No.321 用 )

乾燥時間の目安 ( 約 23℃ 相対湿度 50%)

＜単体で使用する場合＞

＜AURO No.321 に混ぜる場合＞

　　AURO No.321 のテクニカルデータ参照

比重

　約 1.1 ～ 1.4g/cm3 ( 色の種類による )

液体性質

　エマルション

外観

　不透明で粘度のある有色液体

容量および塗布面積

　＜単体で使用する場合＞

　1 回塗り 1 リットル当たり約 10 ㎡

　　※全て 1 度塗りのデータ。

　　※下地の材種や経年変化によって変動有。

　　※あくまでも参考目安としてご利用下さい。　

　　※AURO No.321 に混ぜる場合は、AURO No.321 の

　　　テクニカルデータを参照して下さい。

カラー

　全 8 色

品質保持期限

　未開封にて購入から 1 年間

　※開封後は早めに使いきって下さい。 長めに保管する場合は、

　　AURO No.191( 天然シンナー ) を 50 ～ 100cc 程注ぎ、

　　薄い表層面をつくって下さい。

保管

　確実に密閉し、子供の手の届かない、凍結しない冷暗所にて

希釈

　水

洗浄

　水

成分 ( 完全公開 )

　水・鉱物系顔料・天然エステル系の結着剤・セルロース・

　アブラ菜油とヒマシ油の界面活性剤・アンモニア

Hazard class

　該当なし

その他

　この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、

製品は使用する環境や条件により異なる結果を示すことがございます。

施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行ったうえでご使用下さい。

またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に試用確認するか、

医師にご相談下さい。MSDS もご参照下さい。

塗料名

AURO No.330

0.25 リットル 2.5 ㎡≒0.76 坪≒1.5 畳

0.5 リットル 5 ㎡≒1.5 坪≒3 畳

2.5 リットル 25 ㎡≒7.6 坪≒15.2 畳

容量 塗布面積 (110-140g/ ㎡ )

指触乾燥

完全硬化

重ね塗り間隔

24 時間

4 週間

24 時間後

※塗り方、温度・湿度等の

　環境条件により変動有。

※乾燥には酸素が必要です。

テクニカルデータ

•当製品は防腐防腐成分を含んでおりません。

•乾燥には酸素の流入が不可欠です。

•「No.330」=「NP-0330」=「Nr-330」 取扱店によって表記

が異なる場合がありますが、左記の商品は全て同じ商品です。

•約 30 年の歴史をもつ自然然塗料の先駆け「AURO 社」は、

全商品を 100％天然原料で製造するドイツメーカーです。主原

料となる植物はす べて、契約農家で無農薬栽培を行っており、

農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排

除しております。日本国内では「自然塗料」の定義が 曖昧なた

め、お客様を惑わせておりますが、信頼できる自然塗料はただ

ひとつ、『AURO』をぜひお確かめ下さい。

補足

AURO日本総代理店◆アウロジャパン株式会社

住所 ◆ 400-0053

　　　  山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 0120-044-790

AURO公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp


