
変色しない剥離不要のワックス

下から瞬時に乾燥する内部乾燥硬化テクノロジー

乾燥直後にバフ可能で瞬時に完全硬化可能

業界トップレベルの防汚・耐ヒールマーク性能

何年経っても変色しないスチレンフリーポリマー

２０年以上も剥離不要の革命的ワックス
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樹脂ワックス
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下から瞬時に乾燥する内部乾燥硬化テクノロジー
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業界トップレベルの防汚・耐ヒールマーク性能

何年経っても変色しないスチレンフリーポリマー

２０年以上も剥離不要の革命的ワックス

Ultra Chem Labs has synthesized a revolutionary Non-Styrene 

Polymer technology that builds a protective coating over the 

substrate and is totally compatible with all old and newly developed 

substrates. These environmentally conscious polymers are perfectly 

balanced and tough which as a result does not cause the finish to 

walk away or powder off. This diamond like toughness and 

improved durability is related to the flexibility, pliability and an 

incredibly high strength in the polymers.

This performance is kept up with Ultra Chem Labs’ superior technology without possessing harsh or toxic chemicals known to be in 

conventional styrene floor finishes. In addition, the non-styrene polymer technology also contains UV blockers which prevent any possibility 

of discoloration. Problem and worn areas can also be easily maintained and refinished without any physical distortion, time consuming 

procedures and high labor costs. For additional general information on all things related to floor care and maintenance, please view our 

floor care division section.
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HGFプラチナ



えっ！？　まだ剥離が必要なワックスですか？
変色しない、黒ずまないワックスにしませんか・・・

３年間剥離を行わずに他社製ワックスと比較してみました

他社製ワックス

内部乾燥硬化と革新のポリマーテクノロジーにより、いつまでもクリア
ワックスを固めた写真で比べると
その色の差は歴然です。さらに実
際の床で半年間比べると、右の写
真のようにハッキリと差がついて
しまいます。歩行動線が黒ずんだ
り、全体が変色するようなワック
スでまだ管理しますか？

半年間で比較

「剥離不要」が最新のワックスです
ウルトラケミラボス製「ウルトラフロアケアのワックス」は最新です。ポリスチレンや亜

鉛などの金属架橋を使用していないため、いつまでも透明度が高く変色や割れを起こさず、

柔軟でクリアなフィルムを保ち続けます。従来のワックスのように、硬くてもろくならな

いため傷つきづらく、業界トップレベルの耐久性を実現！　定期作業時に白パッドで洗浄

しバフをするだけで素晴らしい光沢がよみがえります。つまり作業の度にワックスを塗る

必要もありません。さらに、独自の内部乾燥硬化テクノロジーにより優れた耐久性・防汚

性を実現し、乾燥後すぐに高い強度が出るよう設計されています。

JAPAN
 〒141-0022 東京都品川区東五反田５－１９－１　TEL03-6432-5799

「プラチナ」の使用方法
ウルトラフロアケアの剥離剤「ストリッパー」・「Strip-X2」で剥離を行なった後、「ニュートライザー」でフロアを中和し、水拭きを行なっ
てください。フロアが乾燥したら、１～２層の「シーラー」を塗布し、さらに２～３層の「プラチナ」を塗布してください。最後の層が乾
燥したら「ウルトラ X パッド」でバフィングを行って皮膜を強化してください。（バフィングはできるだけゆっくりと行うことにより、強
い皮膜を作ることができます）
５ガロンで 1,000～1,200㎡塗布することができます。送風機を使用して乾燥する場合は、「プラチナ」塗布後１分以上の時間をおいてくだ
さい。風が直接床面にあたらないように、送風機は上向きで使用してください。１回の作業で塗布する枚数は「シーラー」を含めて４～５
層までとしてください。

他社製
ワックス

同じチェーンの食品スーパーにて、３年間比較をしたの
が上の写真です。ウルトラフロアケアで管理したフロア
に比べると、他社製ワックスで管理したフロアは汚れて
見えます。ポリスチレンや亜鉛架橋を使用したワックス
はもろく、変色してしまうため定期的な剥離作業が必要
です。独自の内部乾燥硬化テクノロジーにより下から乾
くウルトラフロアケアのワックスは柔軟性とすぐれた耐
久性で圧倒的なキレイさを維持することが可能です。　


