
プラネットカラーシリーズ 
テクニカルデータ 

 

★ 自然塗料の発祥の地，ドイツにおいては自然素材を使用し，その成分を全て公開してい

るもののみが自然塗料として認知されています。プラネットカラーシリーズはドイツ

自然塗料メーカーKreidezeit（クライデツァイト）社によって製造されています。 

★ プラネットカラーシリーズの乾燥剤はコバルト，ジルコニウム，カルシウムによって構

成されており，その比率は全体の0.1%未満に抑えられています。昔の自然塗料では乾燥

剤として鉛やバリウムなど毒性が強いものが使われていましたが，現在の自然塗料で

は無鉛乾燥剤が主流となっています。 

★ プラネットカラーシリーズの溶剤であるバルサムテレピンオイルはブラジルや地中海沿

岸に生息する松から抽出された天然の植物油です。通常市販されているテレピン油と

異なりアレルギー性皮膚炎の原因となる“デルタ3カレン”が殆ど含まれていません（ド

イツ薬局法の基準値0.5%未満に対し，自社基準値0.005%未満）。 

★ プラネットカラーシリーズはホルムアルデヒドを含まず，また放散しないF☆☆☆☆同

等品（建築基準法規制対象外商品）です。その試験結果は公的機関により証明されて

います。 
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製造元：KREIDEZEIT Naturfarben GmbH（クライデツァイト自然塗料有限会社）  

 

● 下塗り／仕上げ／メンテナンス用クリアー 
 

★ Carnaubawachs Emulsion（カルナバワックスエマルジョン）　－ 無溶剤 －  

種　別 ：メンテナンス用水性ワックス（内装専用） 

成　分 ：水，カルナバワックス，脂肪酸，天然乳化剤 

 

★ Lappenwachs（ラッペンワックス）　－ 無溶剤 － 

種　別 ：仕上げ用ワックス入り塗料（内装専用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選桐油，ビーズワックス（蜜蝋），無鉛乾燥剤 

 

★ Fuβbodenhartöl N.S.（ハードクリアオイル　ノンソルベント）　－ 無溶剤 － 

種　別 ：仕上げ用クリアー（内装専用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選亜麻仁油，精選桐油，天然樹脂，グリセリンエスター，無鉛乾燥剤 

 

★ Fuβbodenhartöl（ハードクリアオイル）  

種　別 ：仕上げ用クリアー（内装専用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選亜麻仁油，精選桐油，バルサムテレピン油，天然樹脂， 

グリセリンエスター，無鉛乾燥剤 

 

★  Holzlasur（グロスクリアオイル） 

種　別 ：仕上げ用クリアー（内外装用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選桐油，精選亜麻仁油，バルサムテレピン油，天然樹脂，無鉛乾燥剤 

 

★ Grundieröl（ベーシッククリアオイル）  

種　別 ：下塗り専用クリアー（内外装用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選桐油，バルサムテレピン油，無鉛乾燥剤 

 

 
● 着色用塗料 

 

★ Holzlasur N.S.（ウッドコート　ノンソルベント）　－ 無溶剤 －  

種　別 ：半透明着色用塗料（内装専用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選桐油，精選亜麻仁油，ミネラル（色粉），無鉛乾燥剤 

 

★ Holzlasur（ウッドコート） 

種　別 ：半透明着色用塗料（内外装用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選桐油，精選亜麻仁油，バルサムテレピン油，天然樹脂， 

ミネラル（色粉），無鉛乾燥剤 

 

★ Standölfarbe（プラネットO.P.）  

種　別 ：塗りつぶし着色用塗料（内外装用） 

成　分 ：亜麻仁油，精選油，バルサムテレピン油，ミネラル（色粉），酸化亜鉛，無鉛乾燥剤 

 

 

● うすめ液／刷毛洗い 
 

★ Balsamterpentinöl（バルサムテレピン油） 

種　別 ：うすめ液，刷毛洗い 

成　分 ：ブラジル又は地中海沿岸でとれる松油 

 

★ Orangenschalenöl（オレンジオイル）  

種　別 ：刷毛洗い，うすめ液 

成　分 ：オレンジ果汁，オレンジ油 

 

 
　  ● プラネットウォール（内装用天然壁材） 

 

★ Kasein Marmormehlfarbe（フェザーフィール）  

種　別 ：塗り壁材 

成　分 ：白亜，大理石，珪藻土，陶土，硼砂，蝋石，カゼイン 

 

★ Marmor-Faser-Putz／Kalkglatte（マーブルフィール） 

種　別 ：塗り壁材 

成　分 ：白亜，大理石土，大理石粉，陶土，蝋石，カゼイン（Marmor-Faser-Putz）  

大理石，大理石粉，珪石，石灰水酸化物，メチルセルロース，陶土（Kalkglatte） 

 

★ Sumpkalkfarbe（クイック&イージー）  

種　別 ：塗り壁材 

成　分 ：大理石，大理石粉，水，石灰ペースト，メチルセルロース 

 

★ Kaseingrundierung（カゼインプライマー） 

種　別 ：プラネットウォール用下塗り材 

成　分 ：カゼイン 

 

★ Ocker gelb, Ocker rot, Umbra gebrant, Umbra rehbraun, Umbra grunlich hell, Terra di Siena 

gebrant, Terra di Siena nature, Umbra grunlich dunkel, Ultramarin blau

種　別 ：色粉 

成　分 ：精選ミネラル 
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