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®

・tatara 撥水セラミック
・tatara 撥水無機ウッド

・マルチタイプ・
・HD（ハードタイプ）
・オイル（ハイブリッド）
・ヤケ止め屋内用・
・ヤケ止め屋外用・
・輪染み アク止め



tatara撥水セラミック塗料は、徳永家具工房が開発したオリジナル塗料で、ここで生産される家具すべてに
この「tatara撥水セラミック塗料」が使用されています。そもそも落書き防止を目的に開発された撥水セラミック塗料は、
意外にも木でつくる家具の仕上げ塗料として優れた性能を有していました。木の繊維奥深くまで入っていく超浸透性、
水分をシャットアウトしながらも呼吸性を確保、セラミック特有の分子の安定性・耐久性・防汚性・抗菌性・難燃性、
表面に塗膜を形成しない木肌を生かす仕上がり感、素人でも簡単にムラなくすばやく仕上がる作業性など、
これまでにない理想的な木地仕上の塗料が生まれました。
この tatara撥水セラミック塗料を木を仕上げる目的別にさらに性能をブラッシュアップし、
9つの製品として完成させました。



「tatara 撥水セラミック塗料」   ～徳永順男が語る～
 塗料の専門家に “木” の本質を知ってもらう事で生まれた塗料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何といっても私にとって一番の収穫は、杉が家具として使える家具として自信を持ってデビューする決め手を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得た事。そして今までのオイル仕上げの不安が解消した事です。木に対する素晴らしい特性を備えたこの塗料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は 出来て間のない新しいもので、様々な使い方があると思います。革や和紙に使うのも良いかもしれません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それを見つけ出す事は木に携わる者のこれからの課題として多くの人々と共にかかわって行きたい魅力のある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業だと思っているのです。椅子など水に触れない家具にはオイルは適しているのですが、テーブルや床など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はどうしても汚れが着き、シミになり、半年後には作った時の面影もないほどの味になってしまいます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉に適した塗料を求めて市販のシリコン塗料やガラス塗料を試していた頃、以前からの知り合いが塗料のエキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スパートが開発した 特に浸透性と撥水性に優れた新しい塗料の話を持ってきてくれました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この塗料は文化財の建築物やシャッターなどに塗って落書きができなくする目的で作られた今までに無いもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だったのです。さっそく私はこのサンプルをもらい、杉に塗ってみました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粘性が低く、浸透性の高い透明な液体はどんどん染み込み、オイル仕上げのような使い方で、乾くと見た目は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほとんど木そのものなのですが、水を通しません。主な成分は塗膜を形成するガラス質で、溶剤もアルコール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系のものを使っており、食品安全基準をクリアーしています。開発者の意図は、塗膜としての性能を重視した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木以外の用途だったのですが、木に使用した場合、浸透して水分や汚れをシャットアウトし、表面は木の表情
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のままという、私たちにとってはまさに理想的な塗料と言っても過言ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この性質を利用し木に浸透させる塗料として、以後様々な特徴を持ったものがつくり出されました。
＜風呂のスノコ＞
私がこの塗料を試してみようと最初に思ったのが我が家の風呂のスノコでした。
いつも湿った過酷な環境にある我が家のスノコですが、チークで作った初代は２カ月間変化がありませんでした。次の欅は１ヶ月と持ちませんでした。
それこそあっというまにカビが生えてくるのです。黒い斑点が出来て来るとみるみる広がり、たわしでこすってもなかなか落ちません。杉は水を含みや
すく、抗菌性にしてもヒバのように強力ではありません。そのままであれば、欅と同等またはそれ以下でありましょう。今回作ったスノコは杉にたっぷ
りとこの塗料を染み込ませてみました。今４年６ヶ月なのですが、作った当初のままなのです。これはおそらく水が木材に入り込まない為、菌も侵入で
きないと考えられます。杉のにおいは保たれ、ドアを開けると杉の良い香りがします。　
今後風呂場の内装材としての使い道が広がるでしょう。



・tatara 撥水セラミックマルチ  F☆☆☆☆/食品安全基準試験クリア     
　セラミック高分子が特殊技術により木材奥深く浸透し乾燥硬化し , 撥水性・防汚性になどトータルに優れています。
・tatara 撥水無機ウッド（建築用）F☆☆☆☆/食品安全基準試験クリア   
　木部組織と結合して木材の寿命と強度をアップし , 超浸透性によりむらなく塗れ深みのある仕上がり。
　マルチに比較して木材への浸透力が浅く弱い傾向の安価仕様。

・tatara 撥水セラミックHD  F☆☆☆☆/食品安全基準試験クリア　 
　撥水セラミックマルチに比較して浸透性・木質硬度が向上します。
　木質強化の下地剤として各種 tatara 撥水シリーズと組み合わせて併用してください。木部組織と結合して木の寿命と強度をアップします。

・tatara 撥水セラミックオイル  F☆☆☆☆/食品安全基準試験クリア　 
　撥水セラミックをベースに天然植物性オイルを特殊技術によりハイブリッド。
　天然植物性オイルの深みのあるしっとりした風合いに仕上がります。エゴマオイルの乾燥には少々時間を要します。

・tatara 撥水セラミックヤケ止め屋外用  　 
　屋外用として、日焼けを抑制し木部の劣化を防止し耐候性抜群の性能を発揮します。
・tatara 撥水無機ウッド屋外ヤケ止め（建築用） 　 撥水性・防汚性に優れ、木部組織と結合して木の寿命と強度をアップします。
　塗りやすく、深みのあるマットな美しい風合いに仕上がります。

・tatara 撥水セラミックヤケ止め屋内用　F☆☆☆☆    
　屋内用として、日焼けを抑制し汚れや耐候変色を抑制します。
・tatara 撥水無機ウッド屋内ヤケ止め（建築用）　F☆☆☆☆　 撥水性・防汚性に優れ、表面耐久性もアップします。
　木肌を生かしたマット調の仕上がりで、塗りやすく深みのある美しい風合いに仕上がります。

・tatara 輪染み・アク止め 　F☆☆☆☆/食品安全基準試験クリア    
　ポリフェノール成分の溶出を固定化し、木材の仕上げ表面に水滴などによる輪染み脱色・アクを防止します。
　また、鉄などの金属反応による黒変色、アルカリ反応による白化変色を抑制します。
　tatara 撥水シリーズ各種、他社オイル系の下塗り用として併用してください。



●杉材の場合（針葉樹）

木肌がやわらかく、かるく空気を多く含んだ木材。木材の中で tatara撥水セラミック塗料はもっと
も多く深く含浸します。側面では3~5ミリ程度、木口面は導管深く含浸し10ミリ以上染み込みます。
やわらかい杉材がヒノキ材くらいまで木質強化するイメージです。
tatara撥水セラミック塗料は表面に露出しないので塗料を塗った感じがほとんどしません。
外部からの水分をシャットアウトし木材の呼吸を妨げず木の香り、質感は木そのままの仕上り。

撥水・防汚・耐久性は、含浸したセラミック分子層が骨格となり表面が多少磨耗・打傷しても
性能はそのまま維持します。

●ナラ材の場合（広葉樹）

木質が硬質で重量感のある代表的な広葉樹。
tatara撥水セラミック塗料は、杉材に比較すると1/2~1/3の含浸量になります。
表面は約1ミリ程度、木口面に多く含浸し2～3ミリ以上浸透します。
tatara撥水セラミック塗料は表面に露出しないので塗料を塗った感じがほとんどしません。
外部からの水分をシャットアウトし同時に木材の呼吸を妨げずに木の質感そのままの仕上り。

撥水・防汚・耐久性は、含浸したセラミック層が骨格となり表面が多少磨耗しても性能は
そのまま維持します。

注意●広葉樹全般　※特にウォールナットなどの濃色材

南洋材など濃色樹種は、焦茶色でタンニンを多く含み色素成分が非常に多く輪ジミに注意が必要。
塗工と同時に色素成分がセラミック成分より上面に浮き表面硬化した状態で仕上がります。
表面に露出した色素成分は水溶性のため液体に溶け込んで、そこが脱色状態になり輪染みの原因と
なるようです。　この輪ジミを抑えるためには、これまで塗料で表面で覆い塗膜で抑える必要があ
りましたが、 tataraでは塗膜を形成しない木肌仕上げの tatara輪ジミ・アク止め下地剤で対処する
ことが可能になりました（特許出願商品）。

＜ tatara 撥水シリーズ　木材保護のしくみ＞
超浸透性のtatara撥水セラミック分子は、木材繊維・細胞のなかで骨格を形成・硬化し撥水・防汚・抗菌・木質強化します。

木地そのままの風合いで、外部 らの水分はシャットアウトし細菌類の繁殖を抑え、水まわりの木材保護に最適。
　またオイルのよう ムラなく塗れ、汚れは簡単にふき取れ耐久性にもすぐれています。

この理想的な木材保護のしくみを解説します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
tatara撥水シリーズ性状一覧表  

 

品   名 
tatara 撥水セラミック

マルチ
  tatara 撥水無機ウッド 

tatara 撥水セラミック  
ヤケ止め屋内用 

tatara 撥水無機ウッド   
屋内ヤケ止め 

tatara 撥水セラミック  
ヤケ止め屋外用 

tatara 撥水無機ウッド   
屋外ヤケ止め 

特性・用途 

各種木材（無機系）
　　　1液型  

 各種木材（無機系）
　　　　1液型

 
各種木材1液型 

（無機系屋内ヤケ止め） 
各種木材1液型 

（無機系屋内ヤケ止め） 
白木外部用1液型 

（無機系外部ヤケ止め） 
白木外部用1液型 

（無機系外部ヤケ止め） 

撥水・防汚・強度ＵＰ 撥水・防汚・強度ＵＰ ヤケ止め・撥水・強度ＵＰ ヤケ止め・撥水・強度ＵＰ 
ヤケ止め・撥水・防腐 

・耐候性 
ヤケ止め・撥水・防腐 

・耐候性 

グレード 高級品 建築用（安価） 高級品 建築用（安価） 高級品 建築用（安価） 

規   格 １Ｌ  ４Ｌ  １５Ｌ ４Ｌ  １５Ｌ １Ｌ  ４Ｌ  １５Ｌ ４Ｌ  １５Ｌ １Ｌ  ４Ｌ  １５Ｌ ４Ｌ  １５Ｌ 

食品安全基準試験 ●  ●     

● ● ● ●  

色 クリア クリア クリア クリア クリア クリア 

乾燥時間     
(20℃・65％) 

指触乾燥（分） 20 40 20 40 20 40 

半硬化乾燥（hr） 24 24 24 24 24 24 

硬化乾燥（日） 7 7 7 7 7 7 

防汚性 

油性ペン ◎ ◎～〇 △ △ ○ ○ 

クレヨン ◎ ◎～〇 △ △ ○ ○ 

しょうゆ ◎ ◎～〇 ○ △～○ ○ ○ 

ケチャップ ◎ ◎～〇 ○ △～○ ○ ○ 

ヤケ止め性 △ △ ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 

撥水性 ◎ ◎～〇 ○ △～○ ◎ ◎～〇 

耐酸性 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 

耐アルカリ性 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 

耐揮発油性 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 

耐熱性 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 

耐候性 ◎～〇 ○ ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 

不燃性 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 ◎ ◎～〇 
  

F★★★★
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tatara 撥水セラミック
　 HD   

tatara 撥水セラミック  
OIL  

tatara輪ジミ・アク止め
  

 

白木用ハードタイプ
 

（無機系）1液型
 

各種木材ハイブリッド型 
（無機＋有機）１液型  

各種木材下地剤 
　（有機系）  

撥水・防汚・強度ＵＰ 撥水・防汚・強度ＵＰ  
輪ジミ・アク止め・  

耐候性  

高級品 高級品 高級品 

１Ｌ  ４Ｌ  １５Ｌ １Ｌ  ４Ｌ  １５Ｌ １Ｌ  ４Ｌ  １５Ｌ 

●  ●  ●  

● ● ● 

クリア クリア クリア 

20 20 20 

24 24 24 

7 7 7 

◎ △ ～ 

◎ △ ～ 

◎ ○ ～ 

◎ ○ ～ 

△ ◎ ◎ 

◎ ○ ◎ 

◎ ◎ ◎ 

◎ ◎ ◎ 

◎ ◎ ～ 

◎ ◎ ◎ 

◎～〇 ◎ ◎ 

◎ ◎ ～ 

＜基本の塗工要領＞
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎綺麗に仕上がった木材表面を、事前に濡れ雑巾などで木部表面をできるだけきれいに拭き取り
　しっかり乾燥させた上で作業を開始してください。

※１回目　→　tatara 撥水セラミックマルチ塗料を刷毛に十分に含ませ均等に塗布します。
　終始、木口はすぐに吸い込んでしまうので多めに塗布してください。
　※1５分程度放置：表面の塗料はすべて木部に沈み込んでしまいます。
　　夏期は温湿度が高く溶剤の揮発が早いので作業は素早くする必要があります。

・tatara 撥水無機ウッドは、tatara 撥水セラミックに比較して浸透に倍近く時間がかかり浸透
  深さも 浅めになります。
・tatara 輪ジミ・アク止めを塗工する場合は、下地剤として一回目に均一に塗工・浸透させ大凡、
  １時間程度放置の後、２回目の塗工に進んでください。
　　　　　
※２回目　→　tatara 撥水セラミックマルチを１回目の半分程度の量を塗布します。
　※1５分程度放置：表面の塗料はすべて木部に沈み込んでしまいます。
　木部表面に塗料が残りテカっていたら表面を整える程度にかるくウエスをかけてください。
　
※3回目　→　tatara 撥水セラミックマルチを 2回目より少ない量を塗布しフィニッシュです。
　木部表面に塗料が残りテカっていたら表面を整える程度にかるくウエスをかけてください。
　約 45分ですべての作業を完了できます。

・塗装後、表面仕上げはベタつきがありませんが内部に浸透した塗料がしっかり完全硬化するのは
　約一週間程度が目安になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・いずれの塗料も木地をいかに美しく・強く・手軽に活かすかに焦点が絞られている商品です。
・作業途中の毛羽立ちなどは、樹種に応じたサンドペーパーで対処してください。
・木地を生かし塗料を沈み込ませて塗膜をつくらずに仕上げていただく為のものです。塗工時に
  15 分以上経過しても木部表面に塗料が残るようでしたらウエスで拭き取ってください。
・メンテナンスは、荒れた木地表面に塗料をウエスに含ませ均一にサーっと拭き込んでください。



試験板寸法等  200 150ｍｍ   
 

 
 
 
 

tatara 撥水セラミック標準塗装仕様  (針葉樹） 

 

工 程 塗料名 調 合 
使用量 
（ｍｌ／
㎡） 

塗装回
数 

塗装間隔
（分） 備   考 

下地調
整 

油分、ゴミ、ホコリ、カビ等の汚れはキレイに除去する 

  毛羽は＃１８０～３２０のサンドペーパーで軽く研磨除
去する 

木材は充分に乾燥させる（含水率２０％以下） 

上塗り 撥水セラミック 既調合 ５０～１００ 
２～
３ ５～３０ 

ハケ、きれい
な布、 

ローラー（短
毛） 

 

  50℃の乾燥機に入れ連続で行う。  乾燥期間 ３０日間 

塗装板 回  

無塗装板 塗装なし 

杉板の乾燥減量および乾燥収縮試験

      収縮 
 

収縮 (％) 
縦 横 厚さ 

（塗装） 0.67 

（無塗装） 0.67 1.34 

 

１. 試験材料：鉋仕上げの杉板

２. 試験要領

３. 強制乾燥

４. 試験結果 減量および収縮結果

収縮 収縮
種類

減量（％）

杉板（塗装）

杉板（無塗装）

8.9

10.3

乾燥後（50℃　30日間）の寸法変化の写真　たわみ（㎜）

種類
杉板（塗装）

杉板（無塗装）

収縮（％）
縦 ヨコ 高さ
0

0

0.67

0.67

0

1.34

杉板（塗装） 　0㎜

杉板（無塗装）　　1.67 ㎜



   tatara 撥水セラミックヤケ止め屋外用の屋外暴露試験

１．目的
　　tatara 撥水セラミックヤケ止め屋外用塗装木材の日焼けによる変色防止効果と 
        屋外暴露による耐久性能を把握するため。

２．試験要領
　　　　供試木材　：　無垢欧州唐桧材（ホワイトウッド）
　　　　供試塗料　：　tatara 撥水セラミック屋外用
　　　　塗装仕様　：　塗付量７５ｇ／㎡、ハケ塗り３回、表面拭取り木肌仕上げ
　　　　暴露機関　：　２０１４．９．２０～２０１４．１２．２０
　　　　試験結果　：　下記写真参照

撥水セラミック屋外用塗装部は
日焼けによる変色も殆ど無く、
耐候劣化も未塗装部と比較して
著しく良好。

未塗装部は日焼けによる変色と
カビ汚れや耐候劣化が著しい。





＜主な納入実績＞

・2015.4　某大手うどんチェーン店釜揚げうどん桶 tatara 撥水セラミックマルチ採用

・2015.12 奈良県大神神社末社　檜原神社　檜三門　　　　　　　　　 （株）山本工務店
　　　　　　　　　　　　　　　　tatara 撥水セラミックHD＋ヤケ止め外部用　塗工
・2016.6～ 郵政省　渋谷区・港区管内　郵便ポスト継続プロジェクト　
　　　　　                                        　　　　　　   金属防汚用撥水セラミック塗工
・2016.8  兵庫県丹波丹波市　地域活性化活用拠点「ゆめの樹」　　　    （株）吉住工務店
　　　　　　　　　　　　　　　家具・テーブル　tatara 撥水セラミックマルチ　塗工
・2016.8  兵庫県尼崎市　若葉保育園新設工事スギ軒天・破風  ninkipen!srchtrct office
                                                         tatara 撥水セラミックヤケ止め外部用　塗工
・2016.10  富山県氷見市　富山の杉活用協議会 杉小屋暴露継続実験   設計工房MandM
                                                         tatara 撥水セラミックヤケ止め外部用　塗工
・2016.12  奈良県三輪大神神社参道　檜太鼓橋　　　　　　　　　　   （株）山本工務店
　　　　　　　　　　　　　　　   tatara 撥水セラミックHD＋ヤケ止め外部用　塗工
・2016.12  岐阜県立森林文化アカデミー木工授業教材用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tatara 撥水セラミックマルチ採用　　　　　
・2017.1  大阪市北区　guji ハービス大阪店舗造作家具一式 　ninkipen!archtect office
                                                    　  tatara 撥水セラミックヤケ止め屋内用　塗工
・2017.1  山口県　積水ハウス山口試作棟ナラ材造作家具ワイズコンストラクトオフィス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tatara 撥水セラミックマルチ　塗工
・2017.2  福井県鯖江市　（株）山口工芸　Hacoa 本社増築工事　　丸山晴之建築事務所
　　　　　　　　　　　   スギ外壁塗工　tatara 撥水セラミックヤケ止め外部用　塗工
・2017.3  愛知県北名古屋市　S邸　ヒノキ材　床・柱・壁面枠　　　　 （株）鈴木建築
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 tatara 撥水セラミックヤケ止め屋内用  塗工
・2017.5  富山県氷見市　朝日山公園　休憩施設新築工事分 ヒノキ材床  設計工房M&M
                                      　　               tatara 撥水セラミックヤケ止め屋内用 塗工
・2018.1 奈良県立高等技術専門校家具工芸科授業教材用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   tatara 撥水セラミックマルチ採用
・2018.2 東京都渋谷区　体験型施設ターンテーブル 徳島県産スギ材　 （株）DIY 工務店
                                      　　　　　　               tatara 撥水セラミックマルチ 塗工
・2018.3 京都府立　堂本印象美術館 チーク材椅子・ベンチ  ウズラボ一級建築士事務所
                             tatara 撥水セラミックマルチ・輪ジミアク止め・無機ウッド 塗工

・その他、家具・木工芸作家・各種製品に多数採用　　　　

・



〒573-0153 大阪府枚方市藤阪東町3-7-6
tatara-hanbai 合同会社

https://www.tatara-hanbai.com  e-mail: info@tatara-hanbai.com
tel:072-807-4164  fax:072-858-3406


