
塗装やコーティングが一切施されていない木材を「オイル」と「ワックス」の

ダブル効果により「1 度塗り」で保護します。（内装専用、溶剤・防腐剤不使用）

例）床板・階段・腰板・柱・梁・桁・手摺・etc.

用途

特徴

・当製品は内装専用です。

・本製品は塗装やコーティングが一切施されていない木材表面

に塗布する濃縮タイプの本格・天然油性オイルワックスです。

( 既に塗装やコーティングが施されているフローリングのメン

テナンスには AURO Nr.431 または 680 をご利用下さい。)

・必ず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。

・過去に塗装やコーティングが施されている場合は、それらを

全て除去してから作業を行いましょう。

・塗布作業は端から均一丁寧に行って下さい。塗布面に本製品

を直接垂らしますと染みになる場合があります。

・塗装前、塗装面がスムースでない場合はサンドペーパー

(#120 ～ #180) で整えてください。また、土や砂、ホコリ、

樹脂、油汚れ等をきれいに取り除き、乾燥した状態にしましょう。

・接着剤を塗布する部分に当製品が付着しますと接着能力が著

しく低下する場合があります。

・作業は気温 10℃以上のところで実施してください。(10℃以

下では製品の粘土が上がります ) 温度の低い季節は事前に 2 日

程度、暖かい部屋に移すなど工夫してください。

・当製品は原則的に原液でご使用下さい。やむをえず希釈する

場合は必ず AURO Nr.191 をお使い下さい。

・当製品は酸素と結合することにより硬化します。塗装から乾

燥の工程では換気を意識的に行って下さい。

・ご使用の際は、缶をよく振ってからお使いください。また、

随時よくかき混ぜながら使用してください。

・木材にしっかりワックスを浸透させながら塗布し塗布後 5 ～

10 分が経過したところから順次ワックスをきれいに拭き取っ

てください。 過剰に付着したワックスは放置すると水飴状にな

り乾燥時間の極端な遅延につながる恐れがあります。角や端、

目地に入りこんだワックスも残さず拭き取りましょう。

・塗装用具の洗浄等には AURO Nr.191、または市販の「ペイ

ントうすめ液」や「ラッカーシンナー」をご利用下さい。

・ワックスが付着した塗装用具 ( 刷毛、ローラー、布、新聞紙、

ゴミ等 ) は、自然発火の危険性があるため放置せず、 不燃容器

に入れ蓋をして保管して下さい。廃棄する場合は塗装用具を水

に浸してから家庭用ごみ(可燃物)として早めに廃棄して下さい。 

・塗料の漏洩物及び洗浄廃液は、水域、下水道、地下水、飲料

水系へ漏出しないようにして下さい。

・やむをえず液体を処分する場合は、乾燥させた後、可燃ごみ

として廃棄してください。※余った製品を送っていただければ

弊社で処分することも可能です。お問い合わせ下さい。

・空容器を廃棄する場合は内容物を完全に除去した後で処分し

て下さい。

・保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷

暗所にて。( 作業中も要注意 ) 

使い方と注意

AURO Nr.125 天然ワンオフオイルワックス

■耐水性

　ワックスが塗膜を形成するため木材への水の浸透、及び、液染み汚れを防止します。

■木材保護力

　木材の呼吸を妨げることなく、有効成分が木材に潤いを与え、割れ・欠け・ささくれ

　を防止します。また手アカ等、汚れの定着も防止します。

■作業性

　濃縮タイプの製品のため 1 度塗りで作業が完了できます。

■臭気

　石油由来成分を一切含有していないため不快な石油臭がしません。

■UV 保護効果

　当製品は顔料を含まないため単体では耐 UV 効果がありません。

　当製品の専用顔料 AURO Nr.150 で着色しますと耐 UV 効果が付加されます。

■抜群の安全性

　100％天然原料の塗料のため、人やペット、環境に悪影響を及ぼしません。

　また溶剤を含まない安全な成分構成のため木製の食器や箸にも使用可能です。

 　ヨーロッパ認証された安全特性　DIN EN 71,Part3 ( 玩具に使用する安全性が認められている )



商品名称

　AURO( アウロ ) Nr.125 天然ワンオフオイルワックス

乾燥時間の目安 ( 約 23℃ 相対湿度 50%)

比重

　約 0.97g/cm3

粘度

　約 17dPas

液体性質

　油性（非水溶性液体）

外観

　緑がかった乳白色状の、粘度のある液体

品質保持期限

　未開封にて購入から 2 年間

標準塗装回数

　1 回塗り

容量および塗布面積

　1 回塗り 1 リットル当たり約 25 ㎡

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

　AURO Nr.191( 天然シンナー )

洗浄

　AURO Nr.191( 天然シンナー )、　ペイントうすめ液、

　ラッカーシンナー

成分 ( 完全公開 )

キリ油、アマニ油、カルナバ蝋、鉱物、ヒマワリ油、ヒマシ油、

硬化ヒマシ油、脂肪酸、乾燥剤（コバルトフリー）

Hazard class

　危険物に該当せず

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 Nr.125
0.75 リットル 18 ㎡ ≒ 5.4 坪 ≒ 10.8 畳

2.5 リットル 62 ㎡ ≒ 18.8 坪 ≒ 37.6 畳

容量 塗布面積 (40g/ ㎡ )

指触乾燥

完全硬化

重ね塗り間隔

10 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。

※あくまでも参考目安としてご利用下さい。

※塗布方法及び下地の材種や経年変化によって大きく変動します。

　特に業務利用に際しては正確な値を事前に測定してください。

テクニカルデータ

・塗布後、床に色はつきませんが、木材を濡らしたようなしっとりした

質感に仕上がります。

・温度により液体の粘度が変化します。

・含有成分が静電気の発生を抑えます。ホコリや汚れが床に付きづらく

なるため、日々の掃除機やホウキ等での清掃効率が上がります。

・専用着色顔料 AURO Nr.150（最大 5％）を混ぜることにより着色

することができます。

・MDF 材（ファイバーボード）および外装用途には使用できません。

・当製品は防腐防腐成分を含んでおりません。( 含有成分が水の浸透を

妨げるため、間接的に防虫防腐効果が高まります。)

・当製品は、原材料に植物や鉱石等、天然原料のみを使用しております。 

天然原料は採取される場所や時期等によって若干異なるため、製造時期

( ロット ) によっては、 液体色が変化する場合がございます。 しかし製品

の品質が大きく異なることはありません。安心してお使いいただけます。 

•AURO Nr.125 塗布後は AURO Nr.431 または AURO 

Nr.680( ワックスシート ) を用い、定期的 ( 月 /2 回程度 ) に

床を拭き掃除して下さい。この掃除を行って頂ければ、基本的

に AURO Nr.125 を再び塗布する必要性は生じません。

•常時水の影響を受けるところ ( キッチン、脱衣所、洗面所、

etc.) には、AURO Nr.125 施工後、AURO Nr.171( 天然ハー

ドワックス ) を上塗りしますと撥水性を格段に高めることがで

きます。

•過去に塗装やコーティングが施されているモノに対して

AURO Nr.125 を塗布する場合は、過去の塗装成分やホコリ・

汚れ・油分等を完全に除去し、試し塗りを行ってから作業を開

始して下さい。

補足 メンテナンス

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


