モールテックスの手入れ方法

MORTEX (モールテックス) 仕上げ層は、
その膜自身が水を通さず優
れた耐久性を有してはいても、天然石の表面のように様々な生活の汚
れに対処する必要があります。
MORTEX (モールテックス) 仕上げ層の表面の手入れ方法は、主に
どのような汚れ防止剤が施されたかによって判断されます。
ニス
「ビピュール (BIPUR) 」
の皮膜によって保護された表面には、
中性洗剤による洗浄が最良です。
それに対し、
オイル (OIL MORTEX®) 、
ワックス(BEALWAX) など天然
由来成分の汚れ防止剤が施された表面では、酸性成分や油などで染
みにならないよう、
より慎重で定期的な手入れが求められます。
日々の
手入れには、中性洗剤（強力な洗浄成分を含まないもの）
を加えた水、
例えば １リットル程度のぬるま湯にフィニッシュ SA (FINISH SA) を１～
２さじ加え、よく溶かした後、スポンジや布巾で拭き掃除するのみで
十分です
（フィニッシュSAはBEAL、
或は各販売店にてご購入できます）
。
さらに加えて、(モールテックス)の膜に「 滋 養を与える」意 味で、
オイル(OIL MORTEX® )、
ワックス(BEALWAX)を定期的且つ継続的に
ウエスや刷毛、
ローラーなどで軽く浸透させ続けることをお勧めします。
塗付けの際、余剰が残った際は、吸水性の高い着色されていない紙で
拭き取り、残りは清潔な綿のウエスで全体に均等に拡げてください。
そうすることで、垂直面の流れ跡、水平面の製品の澱み染みの発生を
防ぎます。それらの汚れ防止剤は、カルキやその他の付着している
汚れをよく取り除いてから塗布してください。

シャワー室、
浴室では、
それがいかなる材質の表面であっても、
毎日の
Dans
une douche,
quel
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水に含まれる石灰成分
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lisation, permettant
ainsi
aux divers
résidus (savon, saleté…)
de s’y accrocher. Un entretien hebdomadaire est donc nécesですから最低、
週に一度程度の手入れが必要になります。
saire. Pour l’élimination de ce type de dépôts sur le MORTEX®,
utilisez
du vinaigre
d’alcool仕上げ層にそのような汚れが付着した場
blanc (aussi appelé vinaigre de
MORTEX
(モールテックス)
cristal)
dilué
dans de l’eau tiède (1
part de vinaigre pour 2
合には、
ホワイ
トビネガーをぬるま湯で薄め
（３分の１のホワイトビネガー
と３分の２のぬるま湯）
汚れ表面に噴務し、
parts d’eau). Pulvérisez
et laissez agir少し作用させた後柔らかいス
quelques instants avant
ポンジで拭き取ります。
汚れの取れ具合で
de
passer avec une ホワイトビネガーの濃度は、
éponge douce. Commencez
par de pe調整します。
まずは低濃度から始め、
３分の一
tites
concentrations
de vinaigre最大３分の２のビネガー、
et augmentez en fonction
de
の水まで上げる事ができます。
モールテックスと接している水道金具を
la quantité de calcaire (maximum
2 parts de vinaigre pour
安
1清掃する際も同じです。
part d’eau). Ceci est何よりもまず、
également小さな表面で事前試験をして、
valable pour les robinette®
全を十分確かめてから本作業を行って
ries
en contact avec le MORTEXください。
. Nous vous recommandons
de toujours faire un essai sur une petite surface au préalable.
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NOTICE LÉGALE
ご利用規約
La notice, et en particulier les recommandations relatives à l’applica-

tion et à l’utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne
製品の施工法と製品の最終的な使用法に関する助言、
提言は、
製品が適正な方
foi
et se fondent sur la connaissance et l’expérience
que
la Société
法によって保管され、
施工された場合を想定し、
BEAL
BEAL
a acquises à正常な方法によって操作、
ce jour de ses produits
lorsqu’ils sont convenablement
stockés, manipulés et appliqués 誠意によって提供しているものです。
dans des conditions normales.
社が今日得られうる経験と知識にもとづいて、
En
pratique,
les différences entre matériaux,
substrats et conditions
実際として、
施工現場状況は多岐に渡り、
使われた材料や基質の違い、
現場の特
spécifiques
sur site sont telles
que ces informations ou toute
recom殊状況などをすべて鑑みると、
この書類に記載された助言や情報は、
製造過程で
mandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de
見逃された欠陥に対する製品品質に関する法的保証をのぞき、
販売業者としての
qualité
marchande autre que la garantie légale contre
les vices ca保証責任に関わるものではありません。
我々の提示した情報に沿わない施工がお
chés.
Notre responsabilité ne saurait
d’aucune manière être engagée
こなわれた場合、
弊社に一切の責任は発生しません。
適性や施工に関するすべて
dans l’hypothèse
d’une application non conforme
à nos renseignements.
Toutes les données
et informations relatives à l’adéquation 施
et
の情報やデーターが、
我々からこの書面を通じて提示されているからといって、
à
l’application ne dispensent
pas le client de ものではありません。
la nécessité d’effectuer
工者がそれを自分自身で検査、
確認する必要性を省く
すべて
ses
propres
vérifications et essais. Toutes les commandes sont accepの注文は、
現行されている弊社の販売条件に合致しているかどうか確認したのち
tées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur.
受付けられます。
Les
utilisateurs購買者は、
doivent関連する製品に該当する最新の利用規約を必ず参照
impérativement consulter la version la plus
して
ください。
各規約書はお問い合わせに応じて配布されます。
récente
de la
notice correspondant au produit concerné, qui leur sera
remise sur demande.
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