
屋外木部用（外壁、羽目板、ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、パーゴラ、ウッドプランター など）屋内木部にも使用できます。

※フローリング、食器棚、玩具、動物小屋、温室等の木材には使用しないでください。

※歩行や摩擦が生じる面は、摩擦により塗膜がはがれやすくなり、衣類等に色移りする場合があります。

※浴室など、常に水にぬれるところ、湯気、湿気の多いところには使用しないでください。

※硬質材（イペチーク・ジャラ・ウリン等の南洋材系硬木など）は、高密度であり樹脂成分が密着し難いため、

早期に塗膜剥離が生じる可能性があります。

※木の材質により、見本とは色が異なる場合があります。　

使用前も使用中も、塗料を底からよくかき混ぜながらお使いください。希釈せずにそのままご使用ください。塗りにくいときは、

水で 10％を目安にうすめてください。

ごみ、油分、カビ、ワックス等の汚れや旧塗膜面をサンドペーパーなどで落とし、十分に乾燥させてから塗ってください。

気温 5℃以下、湿度の高い時（85％以上）、木材の含水率が高い時には塗らないでください。使い終えた刷毛や用具は、乾く前

に水で洗ってください。

マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日の

うちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

希釈せずにそのままご使用ください。塗りにくい時は、水で10％を目安にうすめてください。

刷毛、または短毛のローラーで良く伸ばして塗ってください。

1. スプレーによる吹きつけはしないでください。

2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。

3. 表示の用途以外には使用しないでください。

4. ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面はできるだけ少なくしてください。

5. 高温（35℃以上）および低温（5℃以下）での塗料の保管は避けてください。

6. 塗装後 24 時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化がありますと、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。

7. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。

8. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。

9.汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修を

　してください。

Wood Natural -Garden-  塗装説明書

■ 商品名

■  素 材

■  荷 姿

（注）カビの発生、退色につきましては、素材の影響もあり、保証するかぎりではありません。塗りにくいときは、水で希釈割合10％を目安にうすめて使用

してください。ウッドナチュラル -ガーデン-は乾燥後数日で撥水効果が現れます。その後の上塗りは｢ハジキ現象｣がおきますのでご注意ください。

塗る面のゴミ、油分、カビなどの汚れを、サンドペーパー＃180 ～ 240 で落とし、十分に乾燥させてから塗ってください。

Wood Natural -Garden- 1 0％（水道水）約12㎡ /1kg 当り3 時間以上

塗料準備

用  途

養  生

塗  装

下地準備

【塗装要領】

【塗装上の注意】

Wood Natural -Garden-（ウッドナチュラル -ガーデン-）
合成樹脂塗料

屋外木部（外壁・羽目板・ウッドデッキ・ラティス・ログハウス・パーゴラ・ウッドプランター など）

200g   ／　0.7kg   ／　3.5kg　（各 8 色）

木材の含水率は 15％以下にしてください。

刷毛塗り・ローラー塗り

下地調整

乾  燥

着  色

希釈率
（％）

塗面積と塗付量
（kg/㎡）

塗装方法
塗装間隔
（時間以上）

塗り
回数

塗料名工程

ガーデンやベランダは、外であってもインテリアから続く“ひとつの住宅空間”。

『ウッドナチュラル -ガーデン-』は、理想の木の空間をつくるための水性ステインです。

安全にしっかりと木を守るだけでなく、木目など木の風合いを生かした

個性的な色に塗り替えることができます。

耐候性が
高い

驚異の
撥水力

低 臭 1回塗り優れた
隠ぺい力 水 性

Wood Natural -Garden- ウッドナチュラル -ガーデン-
耐候性にすぐれた木部用水性ステイン 屋外木部用

www.colorworks.co.jp

paint-shop.colorworks.co.jp

オフィシャルウェブサイト

オンラインショップ

0620.3,0.gr

〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 パレットビル　

Tel：03-3864-0810

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 1-1-40 　Tel：046-278-3029   

■ 東京ショールーム

■ 神奈川ショールーム

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1- 4 -1-102　Tel：078-862-8802 

■ 神戸ショールーム

販売元  株式会社カラーワークス



● 防虫・防カビ効果、リフォームに最適
防虫・防カビ効果があり、古い木材も高い隠ぺい力と美しい色あいでしっかりカバーします。

● ヒビ割れしない
塗膜に柔軟性があるため、伸縮する木材にもヒビが入ることは
ありません。

● 優れた撥水力
水性でも高い撥水力を保ち続けます。

一回塗りで仕上がる手軽さと優れた機能性を兼ね備えたウッドナチュラル -ガーデン-は、自分な

りの理想のベランダスペースを作りたい DI Y 初心者の方から、ログハウスやパーゴラなどの外壁

を塗装するプロの方まで幅広くご使用いただけます。

Wood Natural -Garden- の特徴

施工例

おすすめの使用場所

8 色｜水性ステイン｜1回塗り｜低臭｜ヒビ割れしない｜隠ぺい力｜防虫｜撥水性｜柔軟性
耐候性｜防カビ｜防木材腐朽菌　

外壁｜羽目板｜ウッドデッキ｜ラティス｜ログハウス｜パーゴラ｜ウッドプランター

驚異の1回塗り！
油性なら当たり前の2回塗りの工程も、ウッドナチュラル -ガーデン-

なら機能性の高さから、水性でも 1回塗りで簡単にキレイに仕上げる

ことができます。一度塗るだけで約3年間、木材を美しく保護します。

（条件により異なります）

油性よりはるかに高い機能性を持ちながら、更に安全性・メンテ
ナンス性も優れ、プロの方はもちろん一般のお客様でも、安心
して使って頂くことができます。
 
　　　屋外木部（外壁、羽目板、ウッドデッキ、ラティス、
　　　ログハウス、パーゴラ、ウッドプランター など）

○ 200g（約 2㎡ /1 回塗り）　○ 0.7 kg（約 7～8.5 ㎡ /1 回塗り）　
○ 3.5 kg（約 35～44 ㎡ /1 回塗り）

動画でHOW TOをチェック！

商品概要

ナチュラルにしっかりと木材を守る " 水性の木部専用保護塗料 "
人や環境に優しい「水性塗料」に非常に高い関心が寄せられているなか誕生した水性の木部専用保護

塗料『ウッドナチュラル -ガーデン-』。 油性よりはるかに高い機能性を持ちながら、更に安全性・

メンテナンス性も優れ、プロの方はもちろん一般のお客様でも、安心して使って頂くことができます。

● 1回塗りでキレイに塗れる
機能性の高さから、1回塗りでも簡単にキレイに仕上げることが
できます。

● 臭いがほとんどない
ステイン独特の臭いがほとんどしないので、安心して使うことが
できます。 ※施工時の換気は必ずしてください。

●  抜群の耐候性
半分滲みこみ、半分塗膜ができる『半造膜タイプ』。通常 1年
程度で必要な塗替えも、約 3 年間木材を美しく保護します。
※条件により異なります。

素材

Wood Natural -Garden- ウッドナチュラル -ガーデン-
ベランダ、ウッドデッキに最適耐候性にすぐれた木部用水性ステイン 屋外木部用

施工事例

ウッドデッキに
塗装すると…

超撥水！超撥水！

オーク ブリティッシュ
レッド

ウォルナット フレンチブルー ロンドングレー ブラックフォレスト
グリーン

ホワイト

● 選べる8色のカラーバリエーション
ウッドナチュラル-ガーデン-の特徴は、高い機能性だけではありません。国内のメーカーでは見か
けないそのカラーバリエーションは、色のプロであるカラーワークスならでは。木材をより自分らし
く彩ることで“いつでも自分スタイル” でいることができるよう、既存住宅に馴染みやすい色から、
新鮮な驚きを与えてくれる色まで全 8色で揃えました。 ※素地の色によって表面の色の見え方が異なります

200gのボトルからご用意しているので試し塗りはもちろん、小さなお庭の棚からログハウスまで、幅広くお使いいただけます。

● 外壁  ● 羽目板  ● ウッドデッキ  ● ラティス  ● ログハウス  ● パーゴラ など

効果

● 雨・湿気・日光・紫外線に強い  ● 防虫・防カビ  ●  防木材腐朽菌  ●  撥水効果

Wood Natural -Garden-

※下地によって異なります。

左：ベランダやテラスをオープンスペースにして休日安らげる空間に。／右：耐久、耐候、防虫、防カビなどの木材防護性能に優れているので
大きなログハウスの外壁にも最適。

素地

他社商品（油性）
色：オーク系 （ 2回塗り）

ウッドナチュラル -ガーデン-（水性）
色：オーク （1回塗り）

サイズ｜塗装面積｜塗装回数

POINT

※ 商品のデザイン・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

実際の塗り板がございますのでご依頼ください

特徴　

用途　
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