【一般用家庭商品】総合カタログ
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シックハウスの化学物質一切不使用 人体や環境に安全 プロ愛用製品を製造メーカーが直売
床⽤ワックス
高分子樹脂ワックスG

001

2014年4月1日改定
002

ウレタン樹脂ワックス

フィットネス＜一般用＞

006

床用マットワックス

009

ウレタンプロテクト

010

防水ウレタン床ワックス

メディカルワックスガード

017

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｳﾚﾀﾝﾜﾝに ん
ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｳﾚﾀﾝﾜﾝにゃん

018

コク ンガ ドワ クス
コクーンガードワックス

015

008

アルデヒドウレタンワックス
室内のホルムアルデヒ
ドやアセトアルデヒドを
消臭除去＆耐久性
2kg \17,930→\12,550
4kg \32,270→\22,590

012

強力防水プロテクト

プライマリーベスト

耐アルコール・耐尿・
耐水性が高く耐久性
もある床用ワックス
2kg \19,440→\13,610
4kg \34,990→\24,490
016

アルデヒド除去ワンにゃん
滑り止め＆室内のア
ルデヒド類を消臭分解
するペット用ワックス
2kg \12,960→ \9,070
4kg \23,330→\16,330

ワックスフリー床等ツ
ルツルして密着性の
悪い床用
2kg \11,660→ \8,160
4kg \21,000→\14,700
019

シ クハウスクリ ンﾜ ｸｽ
シックハウスクリーンﾜｯｸｽ
非有機リン系可塑剤
＆アルデヒド除去剤配
合で環境対策完璧
2kg \16,560→\11,590
4kg \29,800→\20,850

ヒールマークが付き難
い土足対応ワックス
高光沢・耐久性抜群
2kg \10,260→ \7,180
4kg \18,470→\12,930

滑り止め＆室内のア
ルデヒド類を消臭分解
するペット用ワックス
2kg \19,440→\13,610
4kg \34,990→\24,490

ウレタン配合で滑り止
め効果と同時に防傷・
耐摩耗性効果もあり
2kg \17,930→\12,550
4kg \32,270→\22,590

耐アルコール・耐尿・
耐水性と防滑効果も
あるペット用ワックス
2kg \19,440→\13,610
4kg \34,990→\24,490

アルコールや水滴等
が付いても塗膜が白
化しにくい床ワックス
2kg \15,770→\11,040
4kg \28,380→\19,870

水滴が付いても塗膜
が白化しにくい耐水性
の高い床ワックス
2kg \17,930→\12,550
4kg \32,270→\22,590

ウレタンワンにゃんワックス

室内のホルムアルデヒ
ドやアセトアルデヒドを
消臭除去する
2kg \11,660→ \8,160
4kg \21,000→\14,700

高硬度の塗膜で防傷
効果の高いペット用
ワックス
2kg \20,520→\14,360
4kg \36,940→\25,860
014

アルデヒド除去ワックス

ワンにゃんハードプロテクト 011 防水ワンにゃんプロテクト

高硬度の塗膜で防傷
効果一番のフロアコー
ティング用ワックス
2kg \18,470→\12,930
4kg \33,240→\23,270
013

007

艶を抑えた目にも優し
い自然な素材の風合
いのままの仕上がり
2kg \10,800→ \7,560
4kg \19,440→\13,610

適度な滑り止め効果
でダンスフロア・老人
ホーム・バリアフリー
2kg \10,260→ \7,180
4kg \18,470→\12,930

ワンにゃんワックス

004

弾力があり滑り止め効
果No.1のペット用・バ
リアフリー用ワックス
2kg \10,800→ \7,560
4kg \19,440→\13,610

ウレタン配合で高光
沢・高硬度・耐久性・
耐水性・耐熱性
2kg \15,770→\11,040
4kg \28,380→\19,870

高光沢・持続性抜群
の定番床ワックス 伸
びが良く乾きが早い
2kg \9,500→ \6,650
4kg \17,110→\11,980
005

003

039

ビート
オイルステイン・油加
工・輸入材床や無塗
装白木床専用ワックス
2kg \7,340→\5,140
4kg \13,220→\9,260

保護コーティング剤
クリアーストーン

041

051

プラチナコート

ワンにゃんクロスコート

055

強力ワンにゃんガード

101

ビーズワックス

056

建具用 超高硬度で弾力
性もあり傷・汚れ・油汚
れ・尿等を防止
500ml \12,960→ \9,070
1L
\23,330→\16,330

壁クロス用高硬度で
傷・手垢・油汚れ・煙
草のヤニ・落書き防止
1L \19,120→\13,380
2L \34,410→\24,080
233

すべらんぞう

柱・建具・家具の艶出
し＆防汚の固形油性
ワックス 天然成分
200g \5,180→ \3,630
800g\16,790 →\11,760

053

パーフェクトクロス
壁クロス用防水・防
汚・手垢・油汚れ・煙
草ヤニ・落書き防止
1L \17,500→\12,250
2L \31,490→\22,040

ワンにゃん絨毯コート
フッ素の優れた撥水効
果により汚れ等の染み込
みを防止するスプレー
250ml \12,310→ \8,620
500ml \22,160→\15,510

234

玄関タイルや石材の
滑りをミクロの凹凸を
形成して止める
1kg \7,340→ \5,140
2kg \13,220→\9,260

①インターネット注文の場合は上記特別価格（8％税込）にてご提供
インターネット以外（電話やFAX）の場合は一般価格（割高）となります

②ネットで床ワックスを注文するとハンディーモップをプレゼント
③宅配便にてお送り致します（¥3,240以上で送料無料）
④代引・クレジット・コンビニ・電子マネー・楽天銀行でお支払下さい
（代引以外は全て事前決済／オンライン）

クリスタルコート
鏡･ガラス・ステンレス・大
理石等のフッ素化合物
の撥水コート剤
250ml \12,740→ \8,920
500ml \22,940→\16,060

キッチン・トイレ・洗面台・
浴室等水周りのフッ素
コーティング剤
250g \12,740→ \8,920
500g \22,940→\16,060

玄関タイルや石材等
の防傷・防水・防汚・
艶出し効果の保護剤
1L \8,640→ \6,050
2L \15,550→\10,890
054

052

クリスタルムッシュ

246

石材用コーティング剤
高硬度で耐久・防汚・
防傷・耐水・耐熱
1L \21,600→\15,120
2L \38,880→\27,220

防菌・防黴剤
スプレーして黴菌を抑
制する水周り・室内・
住宅用防カビ剤
1kg \5,620→\3,930
2kg \10,110→\7,070

東洋産業株式会社
〒370-0021群馬県高崎市西横手町459-39
TEL：027-350-1040 （代）／FAX：027-350-7200
受付：（月）～（金）9am～4pm／定休：（土）（日）（祝）

http://www.toyo-sangyo.com ／ http://www.pet-wax.jp
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シックハウスの化学物質一切不使用 人体や環境に安全 プロ愛用製品を製造メーカーが直売
保護コーティング剤
237 UVカット防水プライマー

2014年4月1日改定
238

UVカットプライマー

汚れ落とし・クリーナー
ウッドクリーナー

112

石材クリーナー

115

フィルター洗浄剤

116

ワンにゃん除菌クリーナー

湯アカピカリン

257

湯アカピカリン プロ

浴室・浴槽等の水垢・
湯垢・カルキを浸漬＆
擦って落とす
1kg
1k \7,340→\5,140
\7 340 \5 140
2kg \13,220→\9,260

240

ストリング

117

114

ガラス洗浄剤

120

118

乳酸カビトール

フルート
万能クリーナー 中性
で素材や手肌に優しく
素材を選びません
250g×2本組
\4,860→\3,400

除菌効果でさっぱりの
仕上がり＆防汚効果
でいつまでも清潔
1kg \7,130→\4,990
2kg \12,830→\8,990

浴室・浴槽等の水垢・
湯垢・カルキを浸漬方
法で除去 高濃度版
1kg \8,420→
\5,900
1k
\8 420
\5
900
2kg \15,160→\10,620

ウッドプライマー
無垢木床用の水溶性
ウレタン樹脂塗料
ワックスの上塗り可能
1kg \8,420→ \5,900
2kg \15,160→\10,620

万能クリーナー 弱ア
ルカリ性で様々な汚れ
を強力除去
250g×2本組
\4,860→\3,400

ペットの尿･臭い・黴菌
を殺菌除去し洗剤とし
ても使えて便利
1kg \7,340→\5,140
2kg \13,220→\9,260

万能クリーナー 中性
で素材や手肌に優し
い割に洗浄力が強い
300g×2本組
\5,830→\4,080
119

113

玄関タイル・石材用の
弱酸性洗剤 石材のア
クも取る効果抜群
1kg \7,340→\5,140
2kg \13,220→\9,260

床用・木質用中性洗
剤除菌成分配合・素
材・手肌に大変優しい
1kg \6,480→\4,540
2kg \11,660→\8,160

防水プライマー
無垢木床用の水溶性
ウレタン樹脂塗料 撥
水効果があり
1kg \10,110→ \7,070
2kg \18,200→\12,740

無垢木床用の水溶性
ウレタン樹脂塗料 紫
外線防止効果あり
1kg \10,110→ \7,070
2kg \18,200→\12,740

無垢木床用水溶性ウ
レタン樹脂塗料 紫外
線防止＆撥水効果
1kg \12,130→ \8,490
2kg \21,840→\15,280

111

239

鏡ピカリン
浴室等の鏡のカルキ・
石鹸カス・水垢を擦っ
て除去する
200g \7,130→ \4,990
800g\23,090 →\16,170

271

リカバリーセット（2液）

非塩素系でアレル
ギー喘息にも安心の
浴室カビ取り洗浄剤
1kg \7
\7,880→\5,520
1k
880 \5 520
2kg \14,190→\9,940

フローリング･白
木のカビ除去・
漂白・シミ抜き
1k ｾｯﾄ \8
1kgｾｯﾄ
\8,360
360
2kgｾｯﾄ \15,030

剥離剤
250 高性能剥離剤パピヨン

141 樹脂ワックス剥離剤TC-1

クリスタルムッシュ剥離
剤ジェル状の中性で
手直しに大変便利
1kg \7,340→ \5,140
4kg\23,790→\16,650

145 ハクリ剤-E

施工面・塗装面等の
木材用中性剥離剤で
素材に優しい
1kg \7,340→ \5,140
4kg\23,790→\16,650

壁クロスコーティング
剤用剥離剤。シール・
ラベル・ヤニも取れる
1L \6,050→ \4,230
4L \19,590→\13,720

施⼯道具・床補修グッズ
ハンディーモップ

301

303

柄付きモップ

階段や狭い場
所に手軽にワッ
クス掛けできる
\1,940→\1,650
替え布→\1,020
311

143 ハクリ剤-W

クリアーストーン剥離
剤ジェル状の中性で
手直しに大変便利
1kg \7,340→ \5,140
4kg\23,790→\16,650

樹脂ワックスの剥離剤
ジェル状の中性で手
直しに大変便利
800g \9,800→\6,860
4kg\38,090→\26,670

樹脂ワックス膜の剥離
剤 アルカリ性の液体
タイプで抜群の性能
2kg \7,390→\5,170
4kg \13,290→\9,310
144 ハクリ剤-F

142 ハクリ剤-C

プロ補修キット DX

308

伸縮式の柄が
付いて立って
楽々ワックス
\5,830→\4,960
替え布→\1,840
312

プロ補修キット ST

床の様々な傷
補修 プロ用デ
ラックスセット
\38,880→
\27,000

313 木部の補修キット

床や木部の傷
補修 一般用の
コンパクトセット
\11,660→
\8,620

各種コーティン
グ剤塗布作業
道具
1セット
\2,160→\1,840
315

床の様々な傷
補修プロ用スタ
ンダードセット
\23,760→
\16,200

①インターネット注文の場合は上記特別価格（8％税込）にてご提供
インターネット以外（電話やFAX）の場合は一般価格（割高）となります

②ネットで床ワックスを注文するとハンディーモップをプレゼント
③宅配便にてお送り致します（¥3,240以上で送料無料）
④代引・クレジット・コンビニ・電子マネー・楽天銀行でお支払下さい
（代引以外は全て事前決済／オンライン）

コテ刷毛セット

床鳴り補修キットST
キリで穴を空け
て液を注入す
る根太鳴り用
\24,620→
\17,280

316

床鳴りストップ
穴を開けずに継ぎ目
に注ぐ実鳴り用 ｱﾙﾃﾞ
ﾋﾄﾞ除去剤配合
500g \11,340→\7,940
1kg \20,410→\14,290

東洋産業株式会社
〒370-0021群馬県高崎市西横手町459-39

TEL：027-350-1040 （代）／FAX：027-350-7200
受付：（月）～（金）9am～4pm／定休：（土）（日）（祝）
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