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CLEAR OIL

CLEAR OIL RAPID
CRAFT  OIL
COLOR OIL

WAX OIL

オイル類
クリアオイル

●亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を
　加えた植物油性のワニスです。
●表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。

【成分】
【成分】

●植物油変成テルペン樹脂（含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、桐油、脱水ヒマシ油、
大豆油）●ラベンダーオイル ●イソパラフィン ●天然エステル（植物酸、植
物アルコール） ●オクチル酸コバルト ●オクチル酸ジルコン

標準塗布面積 乾燥時間（20℃）

4.3m2/ℓ 2回塗り 6～8時間 1週間指触
乾燥

硬化
乾燥

容量 0.75ℓ・2.5ℓ

木に浸透し、内部で固まり保護する
スタンダードタイプ。

ご注意 ウラ表紙の注意事項をお読みください。！

刷毛で薄めに、均一に塗ってください。
塗りにくい場合は、専用うすめ液を10～
20％入れて塗ってください。

塗装面をサンドペーパー＃240～320
で研磨してください。

塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオ
イルをていねいに拭き取ります。オイルが
しみ出してくる場合はそれも拭き取って
ください。拭き取りが不十分な場合、後で
粘着感が残りますのでご注意ください。

下塗り後８～10時間（クリアオイルラピッ
ドは4～6時間）おいてから、サンドペー
パー＃300～400で研磨してください。

刷毛で薄めに、均一に塗ってください。

上塗り後８～10時間（クリアオイルラピッ
ドは4～6時間）おいてから、サンドペー
パー＃600以上で研磨してください。

※木材種、希望仕上がりにより、重ね塗りの回数は変わります。
※その他の塗装方法：擦り込み塗り、タンポ塗り、コテ刷毛塗りなど。
※使用前によく混ぜるか、振ってからお使いください。

塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細
かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが
得られます。

下地処理

下塗り：塗装

上塗り：塗装

下塗り：拭き取り

塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオ
イルをていねいに拭き取ります。オイルが
しみ出してくる場合はそれも拭き取って
ください。拭き取りが不十分な場合、後で
粘着感が残りますのでご注意ください。

上塗り：拭き取り

仕上げ研磨

下塗り：研磨

How to use 

木材を保護する透明なオイル。
ESHAは木に染み込み、内部で固まるので
木の呼吸を妨げず、木をしっかり守ります。

3 4

ほのかな
ラベンダーの
香り

家具　 壁　 クラフトフローリング 着色　

！

【成分】

●表面に塗膜を作らず、木材に浸透、内部で固まり保護する
　オイルフィニッシュです。
●塗装中のオイルのもどりが少なく、作業性にすぐれています。
●塗布後に水などによる輪染みが出来にくくなります。

【成分】●植物油（桐油、亜麻仁油、脱水ヒマシ油、紅花油）●テレピン油　●イソパラフィン
●シリコーン樹脂 ●無鉛ドライヤー（オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト）

標準塗布面積 乾燥時間（20℃）
5～12m2/ℓ 2回塗り 6～8時間 1週間指触

乾燥
硬化
乾燥

木製クラフトを保護する透明ワニス。

●表面に塗膜を作らず、保護するオイルフィニッシュです。
●シリコーン樹脂を加え、撥水性を向上させました。
●乾燥時間を速め、作業効率を改善し、1日2回塗り施工ができます。

【成分】●アルキド変性植物油（桐油、亜麻仁油、脱水ヒマシ油、　紅　花油）●天然テ
ルペン樹脂　●イソパラフィン　●シリコーン樹脂　●無鉛ドライヤー
（オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト）

標準塗布面積 乾燥時間（20℃）

10m2/ℓ 2回塗り 4時間以内 1週間指触
乾燥

硬化
乾燥

！

！

！

！

●蜜ロウ ●マイクロクリスタリンワックス ●植物油変成テルペン樹脂
（含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱水ヒマシ油）●天然エス
テル（植物酸、植物アルコール）●イソパラフィン　●オクチル酸コバルト
●オクチル酸ジルコン

標準
塗布面積

乾燥時間
（20℃）20m2/ℓ 1回塗り 約8～10時間

オイルとワックス両方の仕上げ効果が得られます。
●木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、
　撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。
●天然の植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。
●有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。

●亜麻仁油と松ヤニからとったテルペン樹脂に
　安全性の高い顔料とワックスを調合しました。
●表面に塗膜を作らず、木肌を生かしたナチュラルな発色です。

カラーオイル
容量 0.1ℓ・0.75ℓ・2.5ℓ

ブラジルF-30 ウォルナットF-31

オークF-32 チークF-33

マホガニー パインF-34 F-46

ワインレッドウルトラマリンF-48 F-50

ホワイトライトグリーンF-55

※着色顔料を含んでいません。
クリア（透明色）F-70

2回塗り 1回塗り 2回塗り 1回塗り

この色見本は印刷のため、実際の色とは相違があります。

全12色色見本

ホワイト

エボニーF-59

F-61

クリアオイル ラピッド
容量 4 ℓ

乾燥が速く、水をはじき、木材を保護します。

クラフトオイル
容量 0.75ℓ・2.5ℓ

樹種吸い込み具合により異なります

クリアオイルに顔料をミックス。
保護と着色が同時にできます。

屋外でも
使用可能

標準塗布面積 乾燥時間（20℃）

10m2/ℓ 2回塗り 6時間 1週間指触
乾燥

硬化
乾燥

●顔料
●無定形珪酸アルミニウムナトリウム
●無定形二酸化珪素（シリカ）
●蜜ロウ
●マイクロクリスタリンワックス
●植物油変成テルペン樹脂
　（含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油）

●天然エステル
（植物酸、植物アルコール）
●イソパラフィン
●脂肪酸エステル
●オクチル酸コバルト
●オクチル酸ジルコン

16 ℓ特注容量もお受けします。
クリアオイル・クリアオイルラピッド・クラフトオイル・
ワックスオイル・カラーオイル

ワックスオイル
容量 0.75ℓ・2.5ℓ
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[ターナー色彩㈱] 

[大阪市淀川区三津屋北２‐１５‐７] 
ターナー色彩㈱	 研究開発室 

Tel．06-6308-1212	 	 Fax．06-6305-3018 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.turner.co.jp/ 

E-mail：info@turner.co.jp 
2014年 1月 29日 

＜ターナー自然塗料 ESHA 成分表＞  
	 配合成分及びその成分比は品質改善のため、変更する場合があります。 
 
＜クリアオイル＞ 
成	 分	 名 CAS No. 含有量 (%) 
植物油変成テルペン樹脂 
 ｽﾀﾝﾄﾞ亜麻仁油、ｽﾀﾝﾄﾞ桐油、 
 ｽﾀﾝﾄﾞ脱水ﾋﾏｼ油、ｽﾀﾝﾄﾞ大豆油、 
 テルペン樹脂 

8001-26-1(亜麻仁油) 
8001-20-5(桐油) 
64147-40-6(脱水ﾋﾏｼ油) 
8001-22-7(大豆油) 
9003-73-0(ﾃﾙﾍﾟﾝ樹脂) 

3５～４5％ 

ラベンダーオイル 8000-28-0 １％未満 
イソパラフィン 64741-73-7 5５～6５％ 
オクチル酸コバルト 136-52-7 ０．０２％未満 
オクチル酸ジルコン 22464-9-9 ０．０４％未満 
 
＜クリアオイルラピッド＞ 
成分表 
成	 分	 名 CAS No. 含有量 (%) 
油変性アルキド・テルペン樹脂 
	 （亜麻仁油、紅花油、桐油） 

混合物 約 40％ 

イソパラフィン 69430-35-9 約 60％ 
シリコーン樹脂（ﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ） ‐ 0.2％未満 
オクチル酸コバルト 136-52-7 0.02％未満 
オクチル酸ジルコン 22464-9-9 0.04％未満 
配合成分及びその成分比は品質改善のため、変更する場合があります。 

 
＊ シリコーン樹脂（ﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ） 
無機物で土の中にも含まれる珪素をﾍﾞｰｽにした安全性の高い樹脂で、撥水性を与える。

化粧品にも多く使われる安全性の高い成分。 
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各成分捕捉説明： 
いずれも天然産品または食品、化粧品や医薬品添加剤として認められている原料です。 
成分名	 種別	 原料	 用途	 

亜麻仁油	 植物性乾性油	 亜麻種子	 主要塗料成分	 

スタンド亜麻仁油	 加熱植物油	 亜麻種子	 主要塗料成分、乾燥促進	 

スタンド桐油	 加熱植物油	 桐種子	 塗料成分、乾燥促進、硬度	 

脱水ヒマシ油	 脱水植物油	 トウゴマ種子	 塗料成分、乾燥促進	 

テルペン樹脂	 植物性重合樹脂	 松ヤニ	 乾燥性、耐水性、塗料成分	 

ラベンダーオイル	 植物精油	 ラベンダー花	 芳香性、消臭	 

柑橘油	 植物精油	 オレンジ皮	 洗浄助剤	 

イソパラフィン	 鉱物油	 石油	 溶剤	 

ノルマルパラフィン	 鉱物油	 石油	 溶剤	 

オクチル酸ｺﾊﾞﾙﾄ	 金属塩	 鉱物	 乾燥促進剤(表面硬化主剤)	 

オクチル酸ｼﾞﾙｺﾝ	 金属塩	 鉱物	 乾燥促進剤(内部硬化助剤)	 

各種顔料	 	 	 着色剤	 

珪酸ｱﾙﾐﾆｳﾑﾅﾄﾘｳﾑ	 無機顔料	 鉱物	 沈降防止、粘性改良	 

二酸化珪素	 無機顔料	 鉱物	 沈降防止、粘性改良	 

珪藻土	 無機顔料	 鉱物	 洗浄助剤	 

硼砂	 無機塩	 鉱物	 アルカリ調整剤	 

脂肪酸エステル	 糖･脂肪酸エステル	 澱粉、天然油脂	 顔料分散剤	 

牛脂石鹸	 脂肪酸エステル	 牛脂	 分散乳化剤	 

メチルセルロース	 植物性樹脂	 植物繊維	 分散乳化剤、樹脂	 

ミルクカゼイン	 動物性樹脂	 ミルク	 分散乳化剤、樹脂	 

蜜ロウ	 動物性ワックス	 蜜蜂の巣	 ワックス塗膜形成	 

米糠ロウ	 植物性ワックス	 米糠	 ワックス塗膜形成	 

ｷｬﾝﾃﾞﾘﾗﾜｯｸｽ	 植物性ワックス	 ｷｬﾝﾃﾞﾘﾗ草	 ワックス塗膜形成	 

ﾏｲｸﾛｸﾘｽﾀﾘﾝﾜｯｸｽ	 天然鉱物油ﾜｯｸｽ	 石油	 ワックス補助剤	 
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＜蜜ロウワックス（油性）＞ 
成分名	 規格値	 

蜜ロウ	 ２５～３５％	 

テルペン樹脂	 ５～１５％	 

ノルマルパラフィン	 ５５～６５％	 

ラベンダーオイル	 約１％	 

 
＜米ヌカワックス（油性）＞ 
成分名	 規格値	 

米ヌカ蝋	 １５～２０％	 

ラノリンワックス	 ２～３％	 

マイクロクリスタリンワックス	 ５～７％	 

米糠油	 ２～３％	 

テルペン樹脂	 ４～７％	 

ノルマルパラフィン	 ６２～６７％	 

ラベンダーオイル	 １％未満	 

 
＜専用うすめ液＞ 
成分名	 規格値	 

イソパラフィン ９９％ 
 
＜カラーオイル＞	 物質の特定	 	 成分及び含有量 

成	 分	 名 ＣＡＳ	 Ｎｏ． 含有量 (%) 

顔料  ０～１２％ 

無定形珪酸アルミニウムナトリウム 1344-00-9 ５％未満 

無定形二酸化珪素(シリカ) 7631-86-9 １％未満 

蜜蝋 8012-89-3 １％未満 

マイクロクリスタリンワックス 64742-60-5 １％未満 

植物油変成テルペン樹脂 
 ｽﾀﾝﾄﾞ亜麻仁油、ｽﾀﾝﾄﾞ桐油、 
 ｽﾀﾝﾄﾞ脱水ﾋﾏｼ油、テルペン樹脂 

8001-26-1(亜麻仁油) 
8001-20-5(桐油) 
64147-40-6 (脱水ﾋﾏｼ油) 
9003-73-0(ﾃﾙﾍﾟﾝ樹脂) 

２５～６０％ 

イソパラフィン 64741-73-7 ４０～５０％ 

脂肪酸エステル 1338-43-8 １％未満 

オクチル酸コバルト 136-52-7 ０．０２％未満 

オクチル酸ジルコン 22464-9-9 ０．０４％未満 
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ナチュラルワックス 
 
物質の特定	 	 成分及び含有量 
成	 分	 名	 CAS No. 含有量	 

動植物ワックス	 

	 	 蜜蝋	 

	 	 ｷｬﾝﾃﾞﾘﾗﾜｯｸｽ	 

	 	 ﾗﾉﾘﾝ	 

	 

8012-89-3 
8006-44-8 
8006-54-0	 

５％未満	 

動植物性分散剤	 

	 	 ﾐﾙｸｶｾﾞｲﾝ	 

	 	 牛脂石鹸	 

	 	 ﾒﾁﾙｾﾙﾛｰｽﾞ	 

 
9000-71-9 
67701-11-5 
9004-67-5 

５～１０％	 

無機物添加剤	 

	 	 硼砂	 

	 	 珪藻土	 

 
1330-43-4 
7631-86-9 

５％未満	 

植物油、精油	 

	 	 ｽﾀﾝﾄﾞ亜麻仁油	 

	 	 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｵｲﾙ	 

	 	 柑橘油	 

 
8001-26-1 
8000-28-0 
138-86-3 

２～４％	 

水	 7732-18-5 ８０％以上	 

 
ワックスオイル	 物質の特定	 	 成分及び含有量 

成	 分	 名 ＣＡＳ	 Ｎｏ． 含有量 (%) 

蜜蝋 8012-89-3 ７～１０％ 

マイクロクリスタリンワックス 64742-60-5 ７～１０％ 

植物油変成テルペン樹脂 
 ｽﾀﾝﾄﾞ亜麻仁油、ｽﾀﾝﾄﾞ桐油、 
 ｽﾀﾝﾄﾞ脱水ﾋﾏｼ油、テルペン樹脂 

8001-26-1(亜麻仁油) 
8001-20-5(桐油) 
64147-40-6 (脱水ﾋﾏｼ油) 
9003-73-0(ﾃﾙﾍﾟﾝ樹脂) 

２５～３０％ 

天然エステル（植物酸、植物アルコール）  ５％未満 

ラベンダーオイル 8000-28-0 １％未満 

イソパラフィン 64741-73-7 ５０～６０％ 

酸化チタン 13463-67-7 ０～１％ 

オクチル酸コバルト 136-52-7 ０．０１％未満 

オクチル酸ジルコン 22464-9-9 ０．０２％未満 

 




