About Bona
1919年に北欧スウェーデンにてフローリングビジネスに特化した企業として誕生しました。

「フローリングの魅力を最大限に」をミッションに掲げ、フローリングが生涯に渡ってつねに
その魅力を最大限に発揮できるソリューションの開発と提供に特化した私たちの活動は、現在では
世界70カ国以上へと広がりマーケットリーダーにまで成長しました。

フローリング工場向けのUV塗料、環境や健康に配慮した現場塗装用の各種仕上剤、粉塵を発生させずにフローリング表面を削って
リフォーム出来るダストケアシステムを核とした各種マシンやペーパー類、フローリング専用に設計された接着剤、清掃業者やホーム
オーナー向けのフロアケア製品など、その多岐にわたる製品群はフローリングを取り巻くすべての要素を含んでおり、

世界で唯一のフローリングメンテナンスに特化した会社であると言えます。
安全で使いやすいだけでなく、作業者の働く環境の改善や不適切な化学物質の放出においてもつねに検証をし、

「持続可能な社会」をトッププライオリティとして、環境に配慮した企業活動を続けています。
私たちは、今後もフローリング・ビジネスのプロフェッショナル集団としてフローリングにこだわり続けていきます。

施工事例：タワー・ブリッジ（英国ロンドン）
世界的に有名なロンドンタワーブリッジを結ぶ２つの歩道にはフローリングが使用され、その仕上剤にはBonaが採用されています。
企業イベントや結婚披露宴など、様々な用途に利用され賑わっています。
Bonaの製品は、世界的に著名な施設、美術館や商業施設、オフィスやスポーツ施設、住宅や高級アパートなど、世界中で利用されています。

主な施工実績

Bonaナチュラル

・住宅
・高級マンション
・店舗、デパート、ファッションビル
・幼稚園
・小中学校、高等学校、大学
・美術館
・ホール

Look and feel of pure wood
Bonaナチュラル1C仕上

輸入元
本社

〒 939-1701

富山県南砺市遊部 151-3

TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038
ショールーム＆トレーニングセンター（要予約）
〒 224-0063

横浜市都筑区長坂 1-34

TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

E-mail: info@bona-jp.com

http://www.bona-jp.com

Bonaデッキオイルで保護された屋外デッキ

木の自然な風合いを実現する新しいフローリング用塗料
木独特の触感を再現
工場塗装にも現場塗装にも対応

工場塗装にも、現場塗装にも対応

「Bona ナチュラル」は、工場塗装用の UV 塗料 ”Bona ナチュラル UV” と、現場塗装用の水性塗料 ”Bona ナチュラル１C” から構成されます。

木の自然な触感や風合いはそのままに・・・
Look and feel of puew wood...

●

Bona ナチュラル UV （プライマー、ベースコート、トップコート）

●

Bona ナチュラル１C （１液型水性塗料）

工場塗装用の ”Bona ナチュラル UV” は、クリアー仕上だけでなく、着色されたフローリングや深い孔のあるフローリング、浮造りなど表面が
平滑でないフローリングにも使用できます。

現場塗装用の水性塗料「Bona ナチュラル 1C」
現場塗装用の「Bona ナチュラル 1C」は、１液性の水性塗料ですので扱いが簡単です。木の素地から仕上げる場合は、２回塗布してください。
乾燥時間も早く、１日で仕上がります。カラー仕上の場合は、
「Bona ナチュラル 1C」を塗布する前に、木の素地に「Bona ドライファスト」を
塗布してください。

フローリングの次世代型保護塗料

項目

内容

製品の種類

1 液型水性ポリウレタン樹脂塗料

The next generation of wooden floor protection

VOC

最大 50g/ リットル

光沢（＠ 60°
）

６～８

乾燥時間

次世代のフローリング保護塗料として開発された「Bona ナチュラル」は、木（ウッド）本来の自然な風合いを保ち、

塗布ツール

木独特の質感を体感できます。

乾燥時間

自然な風合いで人気の高い自然塗装は、食べこぼしがシミになったり汚れやすいといった欠点があり、お掃除も大変。

容

耐久性にすぐれないため、フロアを美しく保つには頻繁なお手入れを必要とします。一方、耐久性を高めたウレタン塗装や

量

塗布回数

UV 塗装のフローリングは、お掃除がかんたんな反面、木独特の触感や風合いを失ってしまいます。

1.5 時間

＠ 20℃ 60％ R.H.

１回目塗布

2.5 ～ 3 時間

＠ 20℃ 60％ R.H.

２回目塗布

「Bona ナチュラルローラー」 「Bona ローラー」
7 ～ 9㎡ / リットル （110 ～ 140g/㎡）
8 ～ 10㎡ / リットル（100 ～ 120g/㎡）
3 × 4.5 リットル
素地から仕上げる場合：
「Bona ナチュラル 1C」×２回塗布
上塗りの場合：
「Bona ナチュラル 1C」×１～２回塗布

「Bona ナチュラル」は、木の自然な趣、風合いや感触を与えてくれる仕上剤で、オイル、ワックス、塗料など、すべての
長所をあわせ持ちます。
「Bona ナチュラル」は抜群の耐久性を誇り、大切なフローリングを汚れからしっかり守ります。

いつまでも美しく、自然な趣はそのままに
「Bona ナチュラル」は、
ウレタン塗装や UV 塗装と比較しても、
耐久性にはまったく遜色がありません。耐久性にすぐれ、
長期にわたってフロアを保護します。表面の光沢は６～８と全つや消し仕上ですので、ワックスなどを定期的に塗布する
必要もありません。
一方、自然な風合いを重視して自然塗装で仕上げたり、お手軽に使用できるワックスで仕上げた場合には、定期的な
メンテナンスが必要となります。適正な周期でメンテナンスを行わないと、美観を維持できる期間は短くなってしまいます。

補修キット「Bona ナチュラルリペアキット」
工場 UV、現場水性の仕上げを問わず Bona ナチュラルで仕上げたフローリングの補修キット
「Bona ナチュラルリペアキット」も用意しております。
●

Bona ナチュラルベース 100ml ×１本

●

Bona ナチュラルトップコート 100ml ×１本

●

マスキングテープ

●

サンドペーパー 100 番×２枚

●

ハケ×２本
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