
シュアキュア 

水性ウレタンシーラー 

本製品は、ハードフロアのシール剤の概念を根本的に変えるシーラー／フィニッシュで

す。塗りづらく、高コストで手間がかかる従来のウレタンシーラーとは異なり、塗り易く経

済的です。長期間美しい色が安定する軽くて黄変しないポリマーが使用されているため、

透明な光沢が長く続きます。ハードフロアだけでなく、さまざまな種類のストーンフロアに

もご使用いただけます。長期間維持可能なシーラーとして、歩行量の多いエリアでもご

利用ください。 

 

使用場所： 

・レンガ                    ・採石タイル 

・セラミックタイル            ・弾性タイル 

・コンクリート、新古両方     ・スレート 

・大理石               ・テラゾー 

 

特徴： 

・ 持続性－保護と摩擦抵抗はこのシーラーと水性ウレタンコート剤によ

って実現されます。 

・ 労働力の短縮化－25％固形成分で少ない塗布ながら見た目の              

良さと、機能的な床が得られます。この水性ベース製品では清掃が

簡単です。         

・ 汎用性－様々なタイプの堅い表面や床に付着し、スプレーバフ、     

ドライバフ、又は再塗布などのメンテナンスが簡単です。 

仕様： 

色･･････････････････････････････････････ 乳白色 

色＇乾燥時（･････････････････････････････ 透明 

適用範囲････････････････････････････････ 120～150㎡／3.8L 

乾燥時間････････････････････････････････ 通常 30分～60分以内 

耐久性･･････････････････････････････････ 抜群 

引火点･･････････････････････････････････ 無し 

香り･････････････････････････････････････ マイルドな香り 

凍結／解凍の安定性･････････････････････ 凍結しないようにすること 

初期光沢････････････････････････････････ 高い 

レベリング･･･････････････････････････････  抜群 

全固形成分･･････････････････････････････ 25％ 

pH･･････････････････････････････････････  8.4～8.9 

再塗布力････････････････････････････････ とても良い 

）非毒性、不燃性です。剥離の必要はありません。 

 

耐化学薬品性： 

酸 ･･･････････････････････････････････････ 無し 

アルコール･･･････････････････････････････ 有り 

脂肪族炭化水素･･････････････････････････ 有り 

芳香族炭化水素･･････････････････････････ 無し 

“ブチル”･･････････････････････････････････ 無し 

塩素化物･････････････････････････････････ 無し 

切削油･･･････････････････････････････････ 有り 

揮発油･･･････････････････････････････････ 無し 

油＆油脂･････････････････････････････････ 有り 

軽油･･････････････････････････････････････ 有り 

 

許可： 

オフィスなどの食品加工を行わない場所で使用する場合、USDA＇米国

農務省（に許可を受ける必要はありません。 

 

使用方法： 

本製品をご使用になる前にラベルをきちんとお読みください。 

剥離作業：剥離剤を使って、フロア表面から古いワックスやフィニッシュ、汚れ

を全て取り除きます。シーラーを塗布する前のフロア表面は清潔で乾燥し、残

留のない状態でなければいけません。必要であれば、フロアをリンスします。

清潔な合成繊維やアプリケーターを使い、フィニッシュをミディアムコートしま

す。塗布膜が完全に乾いてから次のコーティングを行ってください。シーラー/フ

ィニッシュで 4～5層の塗布がお勧めです。 

定期清掃：:本製品は通常徹底的な剥離作業は必要ありません。単純に深くフ

ロアをスクラブし､必要があればリコートを行ってください.シーラーとフィニッシ

ュを塗布する前のフロア表面は清潔で乾燥し、残留のない状態でなければな

りません。必要であればリンスします。 

日常清掃：正しい希釈率で、中性洗剤や非ブチルクリーナーでダンプモップや

自動洗浄機で洗浄して下さい。フロアをバフやバーニッシングを行い、トップス

クラブとリコートの期間を延ばしてください。 

コンクリート作業時の注意：(1) 30 日後に新しいコンクリートに塗布する場合､

表面温度は(4℃)以上での状態の時に行って下さい。(2) 本製品を(屋内で)新

しいコンクリートにシールを塗布する為に使用する場合、新しいコンクリート表

面の余分なアルカリを中和する為に酸性の液体でフロアを処置してください。

(3) 新しいコンクリートは塗布前に洗浄をしてリンスしてください。(4) 本製品は

屋外用ではありません。(5) 頑固に汚れたエリアは徹底的に洗浄と脱脂作業

が再塗布前に必要とされています。 

加工タイル： まず目立たない場所にテストを行い、有孔性の欠陥の為、正しく

付着しない可能性があります。 

注意：スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machineの最低値 0.5

以上です。 

 

安全性： 

子供の手の届かない場所に保管してください。業務用です。 

注意：体内に取り入れないで下さい。アクリルとウレタンコポリマーを含んでい

ます。 

応急処置：肌：水で洗い流してください。刺激が続く場合は、医師の診察を受け

てください。目：大量の水で洗い流してください。刺激が続く場合は、医師の診

察を受けてください。飲み込んだ場合：水を 2 杯程飲んで、ケミカルが薄まるよ

うにします。医師の診察を受けてください。 

 

本製品の剥離に関して： 

必要に応じて剥離が可能です。上旬的な剥離手順に従い、コンクリートから剥

離する際は黒パッドかグリットブラシをご使用下さい。 

 

サイズ： 

1ガロン＇3.8L（ x  4本／箱：  # 60904 

5ガロン＇19 L（    缶    ：    # 60905 

55ガロン＇208L（ドラム缶  ：   # 60955 

                   

             

 

東栄部品株式会社 

東京都文京区本駒込 6丁目 3番 6号 

Tel: 03-3946-8111 Fax: 03-3946-8116 



材料安全データシート 

                             29連邦規則集 1910.1200に準拠                       作成：2000.3.23 

セクション１－商品と会社に関する情報    

コード：    609  NPCA＇全米塗料塗装協会（による危険分析 

商品名：    シュアキュア  

一般的な分類： 水性ウレタンシーラー  

供給元：    べトコ コーポレーション［米国］  

   

         

セクション２－成分 

成分名                   CAS NO. 重量＇%（ 許容濃度/画素 発ガン性 

1 （アクリル樹脂エマルジョン 25085-34-1 >40 なし なし 

2 （水 7732-18-5 <30 なし なし 

3 （ウレタン/アクリル樹脂分散剤 適用外 <15 なし なし 

4 （ジエチレン グリコール メチルエーテル 111-77-3 <7 なし なし 

5 （ケイ素エマルジョン 適用外 <1 なし なし 

6 （リン酸トリブトキシエチル 78-51-3 <2 なし なし 

7 （プロピレン グリコール 57-55-6 <1 なし なし 

8 （陰イオン界面活性剤 適用外 <1 なし なし 

9 （石油蒸留物 64742-80-9 <1 なし なし 

10（トリブトキシ ペンタングリコール ディソブチレート 68746-50-0 <1 なし なし 

11（非イオン性界面活性剤 9016-45-9 <1 なし なし 

 

セクション３－物理的・化学的特性  セクション４－火災・爆発の危険性 

沸点： 100 ℃ 比重：1.04＇水＝1（ 引火性＇密閉したカップ（： なし 爆発限界： N/A 

蒸気圧：20㎜ Hg＠20℃ 蒸気密度：＞１＇空気＝1（ 消火道具：必要なし  

揮発性：75 pH：8.4～8.9 消火方法：保護用の衣類で完全防備すること。指示された消火道具 

溶解性：N/A 蒸発率：＜１  を使用すること。    

物質外見  爆発の危険性：なし 

液体 ・ 灰白色 ・ 独特の香り  

           

セクション５－反応性データ  セクション６－保管と取り扱い 

安定性：安定している       取り扱いと保管に関する注意事項 

配合禁忌物質＇避けるべき物質（：当方のデータでは該当無し。 蒸気やスプレーした霧を吸い込まないでください。 

 有害分解物質：N/A                 子供の手の届かない場所へ保管して下さい。家の中や周りで使用 

 重合危険性：なし  しないで下さい。 

                                     

セクション７－身体に対する危険性／応急処置 

慢性的な影響     繰り返し皮膚に曝露していると、その部分がダメージを受けたり、皮膚炎になる可能性があります。 

 

侵入経路： 応急処置： 

皮膚： 長時間または繰り返し触れていると、炎症や皮膚炎を引き起 水で十分に洗い流してください。刺激が続くようであれば、医師の診察 

 こすことがあります。 を受けてください。  

 

目：  目が炎症します。赤目や結膜腫脹を引き起こすことがあります。 水で十分に洗い流してください。刺激が続くようであれば、医師の診察 

   を受けてください。 

  

吸い込み： 危険性なし                     なし 

 

飲み込み： 胃腸器官を刺激する可能性があります。大量に服用する コップ 2杯の水を飲んでケミカルが薄まるようにしてください。症状が 

  と、嘔吐や下痢を生じることがあります。 続く場合は、医師の診察を受けてください。 

          

曝露による既存症の悪化：                          

  繰り返しまたは長時間ケミカルに曝露することで、既存症が悪化することは認められていません。  

 

セクション８－保護用具 

 保護用具： 

目/顔の保護具：安全用ゴーグル 換気：全体的な換気を適切に、十分に行ってください。 

手/腕の保護具：手袋     

呼吸器の保護具：必要なし 

他の保護具：必要なし 

セクション９－大量のこぼれや漏れの処分方法 

こぼれた場合の清掃方法： 処分方法： 

不活性素材のもので吸収し、適切に廃棄処理を行います。 国、都道府県、市町村の廃棄処理基準に従って廃棄してください。 

 

当社の知識の及ぶ限りでは、ここに記載した情報は正確を期しています。しかし、当社及び関連会社は、これらの情報の正確さや完全性に対し一切の責任

を負いかねます。成分の適性の最終判断は、全て利用者の責任となります。あらゆる物質には未知なる危険性が潜んでいる可能性がありますので、十分

に注意してご利用ください。明確な危険性についてご説明しましたが、それ以外にも存在する可能性がございますのでご注意ください。 

                                                     

東栄部品株式会社 

安全性 １ 

引火性 ０ 

化学反応 ０ 

保護用具 Ａ 


