


ポリマー内破
テクノロジー

ポリマー
テクノロジー

内部乾燥硬化
テクノロジー

電解クリーニング
テクノロジー

安全な中和
テクノロジー

基礎被膜の作成（下地剤とワックスの塗布＋バフによる硬化促進）

洗浄作業

軽洗浄

剥離作業

しっかりとした洗浄

定期作業内容の判断
バフによる光沢復元が可能 バフによる光沢復元が困難

バフィングで光沢復元による定期作業の完了

ワックス塗布「リコート」＋乾燥後のバフ

による定期作業の完了

既存ワックスが剥離必要 既存ワックスがキレイもしくは新規の床
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＜P３・４＞ ＜P５＞

＜P６＞

＜P７・８＞

＜P９＞

＜P９＞ ＜P10＞

＜P９＞

＜P10＞

５つの革新的な技術「ウルトラテクノロジー」がフロアメンテナンスを変える

ウルトラフロアケアは５つの革新的な技術によって支えられています。

ハードフロア製品は「フロアフィニッシュ（ワックス）」・「下地剤」・「洗剤」

「剥離剤」・「中和剤」から構成されています。これらの製品は従来のワックスや洗剤、剥離

剤と見た目は全く変わりませんが、製品に使用されている技術は全く異なります。これら

の技術は、今までのフロア管理では不可能だった、長期間剥離作業を不要にすると同時

に、作業にかかる人件費を大幅に削減するように働きます。

ケミカルや技術の特性をよく理解して、その力を最大限に発揮させるように使用すれば、

剥離をしないでもキレイなフロアを驚くような低コストで管理する事が可能となります。

発想の転換がおおきな成功を約束する「ウルトラフロアケア」
ウルトラフロアケアを使用するにあたって一番大切な事は、発想や考え方の転換を行う事です。従来のワックスや洗剤と異なる技術で構成さ

れているウルトラフロアケアの製品は、その使用方法や管理方法が従来の製品とは異なります。  例えば剥離作業の後に正確な希釈倍率と正

しい方法でフロアの中和を行ったり、ワックス乾燥時に送風機の風を直接ワックスに当てずに少し上向きにしたり、

ワックスの乾燥直後にバーニッシャーでバフィングを行いワックスを硬化させたりとその管理方法は従来のものと

少し違います。一つ一つはひじょうに小さな事なので、作業経験が豊富な方には、面倒で意味のない作業に見える

かもしれません。しかしこの小さなこだわりと正しい作業方法が後に大きな成功を約束します。従来の技術とは異

なる「ウルトラテクノロジー」でつくられた製品は、正しい使用方法により驚くべき効果を発揮するように設計されて

います。この作業マニュアルは、このテクノロジーが最大限に効果を発揮するよう構成されています。成功の秘訣は

新しい気持ちと柔軟な発想で「ウルトラフロアケア」に取り組む事なのです。

安全で地球に優しいだけじゃない、ケミカル使用量を減らしてトータルでエコ
「ウルトラフロアケア」の製品は世界トップレベルの安全性や優れた環境性能を誇っています。

どんなに安全性が高く優れた環境性能を持った製品でも、それを従来の製品と同じように大量に消費

するのでは意味がありません。「ウルトラフロアケア」では、剥離作業を長期的に無くす事による剥離汚

水の発生を防ぐだけでなく、定期作業におけるワックスの使用量を大幅に削減し環境負荷を低減しま

す。もちろんケミカルにかかっていたコストも大幅に削減する事が可能です。エコロジーでエコノミーし

かもキレイ、これからのフロアクリーニング製品に求められる性能を兼ね備えています。

作業の流れ
ウルトラフロアケアでは、従来の製品のように定期清掃の度に毎回ワックスを塗布するのではなく、初回の作業で基礎被膜を作成し、

通常の定期清掃では柔らかいパッドで洗浄後バフを行い、ワックスを塗布したのと同じような光沢を復元する作業を基本とします。ワ

ックスを塗布するタイミングと場所は、バフによる光沢復元が困難な時だけ、戻りづらい場所だけを区切って行います。

１０年・２０年と長期間に渡り剥離を行わずに、さらにローコストで管理するためには、ワックスを塗布する「リコート」回数をいかに少

なくするかがポイントとなってきます。リコート回数を少なくする為には、基礎被膜をしっかりと作成することが最も確実な方法です。

下図は「ウルトラフロアケア」の作業フローです。

既存のワックスが汚れている場合
は剥離作業の後中和作業を、新規
の床の場合もしくは既存のワックス
がキレイな場合はしっかりと洗浄
作業を行います。

シーラー２層とワックス２層を塗
布します。歩行が激しい場所はさら
に１～２層ワックスを塗布します。
最後のワックスが乾燥したら指定
のパッドでバフを行います。

光沢復元が可能かどうかを判断し
定期作業の内容を決定します。

バフ仕上げの場合は、柔らかいパ
ッド（白またはD-3000)で洗浄。ワッ
クス塗布仕上げの場合は、硬めの
パッド（緑もしくはシルバー）にて洗
浄し汚れを完全に除去します。

光沢が下がっている部分だけ、バフ
ィングを行い光沢を復元します。

ワックスを２層程度塗布し、乾燥後
しっかりとバフィングを行い、ワック
スを硬化させます。

日常清掃での洗浄やバフは必ずし
も必要ではありません。日常清掃が
ない現場でも導入出来ます。
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ポリマー

架橋剤
ポリマー

架橋剤

ウルトラフロアケアの剥離剤 従来の剥離剤

ポリマー内破テクノロジーにより、ワックスのポリマーそのものに作用します。剥離剤に
よって破壊されたワックスのポリマーは元に戻る事が出来ないためいつまでも汚水が
サラサラで、水分が乾燥しても固まりません。

従来の剥離剤は、ワックスのポリマーを繋ぐ架橋剤に反応し、架橋の結合を緩めて剥離
を行います。剥離作業中に水分が無くなると、ポリマー同士が近づき、もとのワックスに
逆戻りしますので、ドロドロ、ベタベタに固まります。

ウルトラフロアケア「剥離剤」の秘密・・・ポリマー内破テクノロジー

「剥離作業」　
既に塗布されているワックスが傷んでいる、あるいは既に塗布されているワックスが傷んでいなくても、ウルトラフロアケアの製品が100%

の力を発揮するために、既存のワックスを取り除く作業です。

１.剥離剤の希釈
塗布されているワックスの厚さに応じて、剥離剤「ストリップX2」もしくは「ストリッパー」

を５倍～１０倍に希釈します。 5倍がお勧め（希釈倍率は　表１を参照）

希釈するバケツなどはキレイに洗ってから使用してください。剥離剤の使用後はキャップをしっか

りと閉めてください。ストリッパーの赤い色は安全性の高い食紅で着色しています。製品の輸送中

に色素が分解されて色が薄くなる事がありますが、剥離の効果には影響ありません。

倍率 剥離剤 水 できあがり

１ℓ ４ℓ ５ℓ

２ℓ ８ℓ １０ℓ

３ℓ １２ℓ １５ℓ

０.５ℓ ４.５ℓ ５ℓ

１ℓ ９ℓ １０ℓ

１.５ℓ １３.５ℓ １５ℓ

５倍

１０倍

表１　希釈倍率の目安

２.剥離剤の塗布
計量カップやジョウロなどで希釈した剥離剤を散布し、すぐにモップなどで伸ばします。

ウルトラフロアケアの剥離剤はドライバック（乾燥して再硬化したり、ドロドロになったり

すること）しませんので、出来るだけ広い面積に一気に塗布して頂くと効率的に作業が

行えます。他社製剥離剤の使用は、絶対に避けてください。（被膜が軟化、変色するため）

　　 希釈した剥離剤の中にモップを浸しながら塗布しないでください、希釈液の中に古い
ワックスが入り剥離力が極端に低下します。＜写真１＞

　　　たっぷりと散布し、その後は剥離剤をすぐに伸ばします。

　　　モップで伸ばす時は、モップの先を若干持ち上げてモップの根元が床につかない様
にして持ちます。強く床に押し付けると剥離剤の塗布量にムラが発生します。<写真２・３>

　　　塗布時のモップの振り幅は狭く、肩幅より少し広め程度にとどめます。こうすることより
剥離剤の塗布厚が厚くなり浸透性が良くなります。<写真４・５>

　　　ワックスの膜厚に対して、十分な剥離剤を塗布してください。足りない場所は剥離剤
を追加します。（目安は１５分間放置しても剥離剤がワックスに吸い込まれて乾かない程度） 写真１

写真４ 写真５

３.撹拌
塗布した剥離剤をモップで、滑りがある程度おさまるまで、写真１～５の基本を守りな

がら何回も徹底的に撹拌を続けます。この作業で８割以上のワックスを剥離可能です。

　　 ウルトラフロアケアの剥離剤は、従来の剥離剤とは異なる原理でワックスを分解します
ので、この撹拌作業も重要になります。焦ってポリッシャーを使用せずに滑りがある程度おさ
まるまで、しっかりと撹拌してください。剥離剤がワックスに吸い込まれた様になる箇所は、
剥離剤を撒き足しながら撹拌を行います。従来の剥離剤のように力で剥離するのではなく、
ケミカル反応により剥離作業を行います。このポイントをしっかりと押さえることで、従来より
も遥かに楽に、簡単に剥離作業が完了します。撹拌作業を充分に行わずに力で剥離作業を
行おうとすると、パッドの目詰まりや剥離残しを発生させる原因になります。

４.スクラブ（洗浄）と汚水回収
剥離用のパッド「ハイプロパッド」や「剥離用黒パッド」をポリッシャーまたは自動床洗浄

機に装着して水を出しながら洗浄してください。機械が入らない狭い場所は、隅擦り用

パッドを水に浸しながら、擦り洗いをして取り除いてください。（ワックスが厚い場所は

金タワシが効果的です）

作業３の「撹拌」がうまくいっている場合は、パッドの目詰まりや洗浄時の滑りが無く、

今までの剥離作業より何倍もスムーズに剥離作業が進むはずです。洗浄に時間がかか

る場合や、うまく取りきれない場合は、「塗布」と「撹拌」がマニュアル通りに出来ている

か確認してください。

洗浄が終わったら、ウェットバキュームで汚水を回収します。（汚水はなるべく取り残し

がない様にしっかりと回収してください）

５.中和
「ニュートライザー」の１００倍希釈液を使用して、剥離剤のアルカリ性を中和します。

１００倍希釈した「ニュートライザー」を、計量カップやジョウロなどで散布し、すぐにモ

ップなどで伸ばします。塗布した中和剤が乾く前に速やかに中和剤を回収します。ポリ

ッシャーのタンクから「ニュートライザー」の１００倍希釈液を出しながら洗ったり自動

床洗浄機から希釈液を出しながら洗っても構いません。どちらの場合も乾く前に速やか

に中和剤を回収してください。パッドはキレイに洗ったものを使用してください。

ポイント　　 希釈した中和剤の中にモップを浸しながら塗布しないでください、希釈液の中に剥離
汚水が入り正しい中和が出来ません。＜P.3 写真１＞

　　　モップはキレイに洗った物を使用してください。剥離剤や洗剤が残留していると正し
い中和が出来ません。色分けなどをしてそれぞれ専用のものを準備するのが望ましい。

　　　中和剤は回収せず乾燥してしまうと、床面が白くなる場合があります、濃色系の床材
の場合はワックスを塗布しても目立つ事があります。汚水は速やかに回収してください。

　　　中和は必ず行ってください、この作業は下地剤とワックスの軟化や、変色を防ぐ大切
な作業となります。
　　　

ポイント

ポイント

ポイント

１００倍 
希釈液

水 ニュートライザー できあがり

約５ℓ ５０㎖ 約５ℓ

約１０ℓ １００㎖ 約１０ℓ

約１５ℓ １５０㎖ 約１５ℓ

約２０ℓ ２００㎖ 約２０ℓ

表２　ニュートライザー希釈倍率の目安

５.リンス
キレイな水を、計量カップやジョウロなどで散布し、モップなどで伸ばします。塗布した

水が乾く前に回収します。

ポリッシャーのタンクから水を出しながら洗って回収したり、自動床洗浄機から水を出

しながら洗っても構いません。パッドはキレイに洗ったものを使用してください。

６.水拭き
キレイなモップで水拭きを行います。剥離作業の仕上げの工程となりますので、こまめ

に洗う、もしくはモップをこまめに交換しながら作業を行ってください。

写真４ 写真５
広すぎ 肩幅

写真１ 写真３

写真２

計量カップやジョウロで散布 散布後直ぐに伸ばす

水に浸しながら擦る 洗浄

汚水回収

計量カップやジョウロで散布 散布後直ぐに伸ばす

計量カップやジョウロで散布 モップで伸ばす

常にキレイなモップで拭きます
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「洗浄作業」　
新規の床材（新築もしくはリニューアルで新しく施工された床）の上、もしくは既に塗布されているワックスの上にウルトラフロアケアを施工

する場合の作業です。（既存ワックスの上から施工した場合は、ウルトラフロアケアの能力は７０％程度しか発揮されません）

１.洗剤の希釈
汚れに応じて洗剤「クリーナー＆コンディショナー」を３０倍～１００倍に希釈します。

（希釈倍率は　表３を参照）

ウルトラフロアケアの洗剤以外は使用出来ません、変色やワックス軟化、ヒールマーク

の原因になります。

希釈するバケツなどはキレイに洗ってから使用してください。洗剤の使用後はキャップをしっかり

と閉めてください。

表３　希釈倍率の目安

２.洗剤の塗布
ダスタークロスなどで除塵した後、計量カップやジョウロなどで希釈した洗剤を散布し

モップなどで伸ばします。１～２分程度反応時間をおいてください。

　　  洗剤は洗浄前に床面に塗布して、 洗剤の効果を最大限に発揮させてください。（タン
クから洗剤を出しながらの洗浄は行わない）　　 

　　　希釈した洗剤の中にモップを浸しながら塗布しないでください、希釈液が汚れると洗
浄力が低下します。＜写真６＞

　　　他の洗剤や剥離剤、中和剤などのモップとは別なものを使用してください

水
洗剤 

クリーナー＆ 
コンディショナー

できあがり

３０倍
約１０ℓ ３３０㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ ５００㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ６６０㎖ 約２０ℓ

５０倍
約１０ℓ ２００㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ ３００㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ４００㎖ 約２０ℓ

100倍
約１０ℓ １００㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ １５０㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ２００㎖ 約２０ℓ

３.スクラブ（洗浄）と汚水回収
汚れや床の状況に応じて洗浄用のパッド「緑・茶・コンポジットシルバー・コンポジット

ゴールド」をポリッシャーまたは自動床洗浄機に装着して洗浄してください。機械が入ら

ない狭い場所は、隅擦り用パッドなどで擦り洗いをします。床や既存のワックスに付着

している汚れをしっかりと取り除いてください。洗浄後汚水を回収しモップ拭きします。

ポイント

ポイント

　　  洗いムラに注意して洗浄してください。　　

　　　洗浄汚水はしっかり回収してください、洗浄汚水の残りはワックスの変色や軟化、黒ず
みの原因になります。

「基礎被膜の塗布と硬化」　
「剥離作業」もしくは「洗浄作業」終了後に、下地剤とワックスを塗布しその被膜を硬化させる作業です。下地剤とワックスを塗布するだけで

なく、乾燥後にバフィングを行う事によって乾燥直後からしっかりと硬化した耐久性のある被膜を形成します。

１.下地剤「シーラー」の塗布
床を充分に乾燥させた後、フラットモップなどで均一に「シーラー」を塗布します。１層

目が乾燥後、２層目を塗布します。

１缶（約１９ℓ）で１,２００～１,４００㎡に塗布することができます

ポイント

ポイント

ポイント

　　  他社製のワックスや下地剤で使用したモップは使用できません
　　　

送風機は塗布して１分以上経過後、床に直接風を当てないで上向使用してください
　　　

１層塗布後完全乾燥させ、シーラーの密着テストを行ってください　　　

２.ワックスの塗布
２層目の「シーラー」が乾燥後、フラットモップなどで均一に「ワックス」を塗布します。

１層目が乾燥後、２層目を塗布します。ワックスの厚さを厚くする場合は、次回の作業

。いさだくてっ行をし足り塗層３～２てっ従に」）01.P（ 順手トーコリ「に時

１缶（約１９ℓ）で１,０００～１,２００㎡に塗布することができます

３.ワックスの硬化
最後のワックスが乾燥後、バフマシンに「ウルトラXパッド」を装着しバフィングを行い

ます。この作業により、下地剤とワックスの中の水分が抜け、耐久性が大幅に向上する

と同時に、光沢と写像性もアップします。

ポイント

ポイント

ポイント

　　  他社製のワックスや下地剤で使用したモップは使用できません　　 

　　　送風機は塗布後１分以上経過してから、上向きで使用してください

　　　１回の作業で塗布するシーラーとワックスは合計５層までにしてださい
　　　

ポイント

ポイント

ポイント

　　  バフには必ずウルトラXパッドを使用してください　　 

　　　この作業により、ワックス内部の水分が抜けポリマー同士がしっかりと結合し耐久性
が大幅に向上します。時間の許す限りしっかりと行ってください。

　　　人通りの激しい場所、使用頻度の多い場所はバフマシンの通過させる方向を縦・横に
するなどしてしっかりとバフを行うとより強い被膜となり、その後の管理が楽になります。

計量カップやジョウロで散布 モップで伸ばす

写真６

洗浄 汚水回収

送風機は上向きで使用

バフ掛け

ワックス塗布

シーラー塗布 送風機は上向きで使用

「ウルトラXパッド」は優れた柔軟性を持った、バフィング用ダイヤモンドパッドです。光沢復元性能を

大幅に上げると同時に、光沢復元スピードを「シャイニングパッド」の最大2.5倍（当社比）に高めて作

業効率を大幅に改善します。また柔軟性が高いため、フロアの凹凸にもしっかりと追従します。

温度の上昇も従来パッドに比べ早いため、ワックス塗布後のバフ掛けにも優れた効果を発揮します。
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ポイント

ポイント

ポイント

「日常清掃」（自動床洗浄機やバフ機を使用する場合）　
ウルトラフロアケアでは、日常清掃で自動床洗浄機やバフ機を使用しなくても管理が可能ですが、これらを日常清掃で使用する事により常

に高い美観を維持管理する事ができます。ゾーニングを行い使用頻度に応じて洗浄やバフの頻度を決定します。

１.洗剤の希釈
汚れに応じて洗剤「クリーナー＆コンディショナー」を５０倍～１５０倍に希釈します。

（希釈倍率は　表４を参照）

ウルトラフロアケアの洗剤以外は使用出来ません、変色やワックス軟化、ヒールマーク

の原因になります。

希釈するバケツなどはキレイに洗ってから使用してください。洗剤の使用後はキャップをきちんと

閉めてください。

表４　希釈倍率の目安

３.洗浄
自動床洗浄機に白もしくは、ダイヤモンドパッドD-3000を装着して洗浄を行います。汚

水回収率の悪い自動床洗浄機の場合は、洗浄後モップ拭きを行ってください。

　　  使用するパッドは白もしくはD-3000を使用してください　 

　　　汚れが酷い場所はゆっくりとダブルスクラブ（スクイジーをあげた状態で洗浄を行い
洗剤を一定時間滞留させた後、再度スクイジーを下げて洗浄）を行うと効果的です。

　　　極端に汚れる場所やダブルスクラブが出来ない場所は、１０倍希釈のクリーナー＆
コンディショナーをスプレーして洗浄してください。

水
洗剤 

クリーナー＆ 
コンディショナー

できあがり

５０倍
約１０ℓ ２００㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ ３００㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ４００㎖ 約２０ℓ

１００倍
約１０ℓ １００㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ １５０㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ２００㎖ 約２０ℓ

１５０倍
約１０ℓ 　７０㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ １００㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ １４０㎖ 約２０ℓ

「日常清掃」（自動床洗浄機やバフ機を使用しない場合）　
日常清掃で自動床洗浄機やバフ機を使用しない場合の清掃方法です

１.除塵
ダスタークロスなどを用いて除塵を行います。

２.モップ拭き
リンガーバケツに１００倍のクリーナー＆コンディショナーを作りモップを絞って拭き

ます。リンガーバケツなどを使用しない場合は、固く絞ったキレイなモップで水拭きを

行います。汚れている場所はクリーナー＆コンディショナー５０倍希釈液をスプレーし

てモップ拭きを行ってください。

２.除塵
ダスタークロスなどを用いて除塵を行います。

ポイント

ポイント

４.バフ
バフ機に「ウルトラXパッド」もしくは「シャイニングパッド」を装着して、光沢の落ちてい

る部分のバフィングを行い光沢を復元します。

　　  ウルトラXパッドもしくはシャイニングパッドを使用してください　 

　　　ワックスの傷が激しい場所はゆっくりバフィングをします
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「定期清掃」
定期清掃作業内容の判断
ウルトラフロアケアでは基礎被膜作成後の定期清掃時に、必要以上にワックスを塗布しないで、洗浄後にバフィングを行う事により作業を完了させます。ワックスの状況によってワックスを塗布する場合と塗布しない場合があり、作業に慣れてくるとその状況を判断できるようになりますが、慣れるま
では次の方法で判断してください。（ワックスを塗るエリアを広げすぎると洗浄不足の原因となりますので、必要以上に広いエリアに塗布する事が無いようにゾーニングを行い塗布エリアを限定してください。ウルトラフロアケアのワックスは透明度が高いため、部分的に塗布しても目立ちません。）
作業方法を選定したい場所（１㎡程度）を除塵し、クリーナー＆コンディショナー３０倍液をスプレーした後、モップ拭きします。乾燥後バフを行い光沢がすぐに戻れば「洗浄＋バフ作業」を、光沢の戻りが悪い場合は「リコート作業」を行います。

表５　希釈倍率の目安 １.洗剤の希釈と洗剤の塗布
作業方法やポイントを守りながら左ページと同じ手順で行います。

水
洗剤 

クリーナー＆ 
コンディショナー

できあがり

３０倍
約１０ℓ ３３０㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ ５００㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ６６０㎖ 約２０ℓ

５０倍
約１０ℓ ２００㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ ３００㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ４００㎖ 約２０ℓ

100倍
約１０ℓ １００㎖ 約１０ℓ
約１５ℓ １５０㎖ 約１５ℓ
約２０ℓ ２００㎖ 約２０ℓ

ポイント

ポイント

ポイント

１.洗剤の希釈
汚れに応じて洗剤「クリーナー＆コンディショナー」を３０倍～１００倍に希釈します。

（希釈倍率は　表５を参照）

ウルトラフロアケアの洗剤以外は使用出来ません、変色やワックス軟化、ヒールマーク

の原因になります。

希釈するバケツなどはキレイに洗ってから使用してください。洗剤の使用後はキャップをきちんと

閉めてください。

２.洗剤の塗布
ダスタークロスなどで除塵した後、計量カップやジョウロなどで希釈した洗剤を散布し

モップなどで伸ばします。

　　  洗剤は洗浄前に床面に塗布して、 洗剤の効果を最大限に発揮させてください。（タン
クから洗剤を出しながらの洗浄は行わない）　　 

　　　希釈した洗剤の中にモップを浸しながら塗布しないでください、希釈液が汚れると洗
浄力が低下します。

　　　他の洗剤や剥離剤、中和剤などのモップとは別なものを使用してください

３.スクラブ（洗浄）と汚水回収
白もしくはD-3000パッドをポリッシャーまたは自動床洗浄機に装着して洗浄してくださ

い。洗浄汚水を回収しモップ拭きを行います。

ポイント

ポイント

　　  使用するパッドは白もしくはD-3000を使用してください　　

　　　汚れが酷く取れない場所は、塗布した洗剤の上から５倍希釈のクリーナー＆コンディ
ショナーをスプレーして洗浄してください。

ポイント

ポイント

４.バフ
バフ機に「ウルトラXパッド」を装着して、光沢の落ちている部分のバフィングを行い光

沢を復元します。（パッドが汚れると復元スピードが低下しますので、汚れたらキレイな

パッドと交換して作業を行います）

　　 使用するパッドはウルトラXパッドを使用してください(使用後のパッドは必ず洗浄して
ください。 

　　　ワックスの傷が激しい場所はゆっくりバフィングをします
　　　

２.スクラブ（洗浄）と汚水回収
汚れや床の状況に応じて洗浄用のパッド「緑・茶・コンポジットシルバー・コンポジット

ゴールド」をポリッシャーまたは自動床洗浄機に装着して洗浄してください。機械が入ら

ない狭い場所は、隅擦り用パッドなどで擦り洗いをします。床や既存のワックスに付着

している汚れや傷をしっかりと取り除いてください。洗浄後汚水を回収しモップ拭きし

ます。

ポイント

ポイント

　　  汚れを完全に除去します、汚れが酷く取れにくい場所は、塗布した洗剤の上から５倍
希釈のクリーナー＆コンディショナーをスプレーして洗浄してください。

　　　洗浄汚水はしっかり回収してください、洗浄汚水の残りはワックスの変色や軟化、黒ず
みの原因になります。

３.ワックスの塗布
フラットモップなどで均一に「ワックス」を２層塗布します。１層目が乾燥後、２層目を

塗布します。

４.ワックスの硬化
最後のワックスが乾燥後、バフマシンに「ウルトラXパッド」を装着しバフを行います。こ

の作業により、下地剤とワックスの中の水分が抜け、耐久性が大きく向上すると同時に、

光沢と写像性がアップします。

ポイント

ポイント

　　  他社製のワックスや下地剤で使用したモップは使用できません　　 

　　　送風機を使用する場合は床に直接風を当てないで上向きで使用してください
　　　
　　　

ポイント

ポイント

ポイント

　　  バフには必ずウルトラXパッドを使用してください

　　  この作業により、ワックス内部の水分が抜けポリマー同士がしっかりと結合し耐久性が
大幅に向上します。時間の許す限りしっかりと行ってください。

　　　人通りの激しい場所、使用頻度の多い場所はバフマシンの通過させる方向を縦・横に
するなどしてしっかりとバフを行うとより強い被膜となり、その後の管理が楽になります。

ポイント

ポイント

　　  他社製のワックスや下地剤で使用したモップは使用できません　　 

　　　送風機はワックスを塗布して１分以上経過後上向きで使用してください

計量カップやジョウロで散布 モップで伸ばす

洗浄 汚水回収

バフ掛け水拭き

計量カップやジョウロで散布 モップで伸ばす

洗浄 汚水回収

水拭き

送風機は上向きで使用ワックス塗布

バフ掛け

リコート作業洗浄＋バフ作業


	hyousi_urabyousi_12_1.pdf
	P2_P3(P1_P2)
	P4_P5(P3_P4)
	P6_P7(P5_P6)
	P8_P9(P7_P8)
	P10_P11(P9_P10)

