
マイスターコーティングとは
■コーティングとは？
素材の表面をラップするように保護するので、キズを抑止して汚れ
をつきにくくすると同時に落としやすくします。普段のお手入れも、簡
単なおそうじだけでキレイをキープできますので、快適なライフスタ
イルの演出に大きな役割を担ってくれます。

新築時に施工
簡単なお手入れで、新品
時のキレイな状態を長期
間キープ。

在宅中に施工
汚れをリセットし、新品の
頃のように汚れがつきにく
い状態に戻します。

一般的に知名度の高いコーティングは「自動車」のコーティングです。ハウスコーティングはその目的や効果が非常に似て
いますが、自動車のコーティングから発想が生まれた新しいサービスです。

■なぜマイスターコーティングが選ばれているのか？
マイスターコーティングの原点は、全国に1300店舗以上展開している、ハウスクリーニングトップ
ブランド「おそうじ本舗」の歴史にあります。

・洗練された研修制度
マイスターコーティングのスタッフは全てライセンス
取得者でなければ作業を行う事はできません。独自に
開発された液剤で、訓練された施工技術によってお客
様のお宅を大切に仕上げます。

・定期的な講習会・セミナーの実施
その技術を維持・向上させていくために、スタッフ向け
の講習会やセミナーを開催しています。また、定期的
に全国で会議を行い、情報や意見の交換を行ってい
ます。

・グループ内での教育・情報番組の配信
全国に展開しているため、常に技術と情報の更新が必
要です。そのため自社内に放送スタジオを設置し、定
期的に全国のスタッフへ配信しています。

・自社で行う商品開発
マイスターコーティングは、その商品の特殊性から商
品開発を自社で行っております。
過去からのノウハウの集積を商品開発に注ぎ込み、よりお客様に感動と満足を提供できるような体制づくりを行ってまいりま
した。開発者目線ではなく、お客様の目線での商品開発を心掛けています。

・マイスターコーティングと他社との違い
従来のコーティングは様々な不可能要素
から「新築」への施工のみでした。しかし
確かなノウハウと技術力で在宅での施工を
可能にし、様々な状況に対応できるように
なり、あらゆる場面で活躍するようになりま
した。

・接客サービス
すでにお住まいの物件に施工をするために
は必ずお客様とお打ち合わせを行います。
こちらもおそうじ本舗で磨かれた接客ノウ
ハウで真心を込めて対応しております。
さらに全国に存在するマイスターコーティ
ング店舗網で各店舗が地域に密着し、きめ
細やかなフォロー体制を敷いていることも
大きな特長となっております。

・メディアでも注目
マイスターコーティングのサービスは度々
メディアにも取り上げられています。
日本全国からさまざまな反響を頂き、マイ
スターコーティングのサービスをお届けさ
せていただいております。

・多彩なメニュー
マイスターコーティングは多彩なメニュー
を取り揃え、在宅・中古施工を可能にしまし
た。サービス領域を大幅に拡大し、様々な
お客様のニーズにお応えする事ができま
す。マイスターコーティングのサービスで
お客様に喜んで頂く事こそ、私たちの目的です。

素材
コーティング膜

水分 汚れ

キズ

イメージは
スマホのフィルム。
汚れたりキズが
ついても

張り替えが可能。
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フローリングのコーティングサービス開始当時、他社で使用されていたコーティング剤は、一度塗布すると剥がす（剥離）ことが出来ず、メンテナンス性が著しく低い商
品でした。現在では安全な「水性」タイプのコーティング剤が主流となっており、安全面は改善されてきましたが、今でもニオイがきついものや剥がせないものも多く存
在します。
また、コーティングを塗布するにはワックスを剥離してから塗布する必要がありますが、このワックスの剥離がフローリング材を傷めてしまう危険な作業でした。強ア
ルカリ性の剥離剤を使用し、中和するために大量の水を使用します。
ワックス剥離作業はおそうじ本舗でも問題視されていた作業であり、お客様より安全に剥離ができないものか？との相談を多くいただいておりました。そのようなご要
望を多く受け、マイスターコーティングは誕生いたしました。

「出来たらいいな！」が原点です。 2007年10月 2008年 2016年 2017年

通常のフローリングはもちろん、ノンワックスタイプのようなシートフローリングにも対応できる※オールマイティな商品です。控え目な光沢
で、フローリング材本来の風合いを保ちながらその質感を高める、高級感ある仕上がりです。
人体に有害なVOC（揮発性有機化合物）をほぼ含まず、施工中も施工後も嫌なニオイはありません。

※一部対象外有り

フロアシールド S 水性タイプ
10年
耐久

10年
耐久

フロアシールドSと比較してさらに光沢を出したいという方のために開発されました。コーティ
ング剤の塗膜の厚みもあるため、傷み気味なフローリング材にも適しています。
滑り止め効果も高く、フロアシールドS同様にVOCをほぼ含まず、嫌なニオイもありません。

フロアシールド SK 水性タイプ

Point
テカらず落ち着いた光沢感
中古物件も驚くほどキレイに変身
在宅でも安心な 1日施工
5年保証で安心長持ち

Before

Before

After

After

フローリング

■主流は強アルカリ性の剥離剤
――――――――――――――――
当時主流の剥離剤は塗料と同じでニオ
イがきつく、人体に害のあるVOC（揮
発性有機化合物）を多く含んだ液材。
一度塗布すると剥がすこと（剥離）が出
来ない。

■マイスターコーティング
　誕生
――――――――――――――
おそうじ本舗のお客様より、新
築時に施工を行うフローリング
コーティングの要望を受け、安
全に剥離を行うため誕生。

■安全な液剤の開発
―――――――――――
「中性」タイプで人体に安
全。粘性がありフローリン
グに染み込まないマイス
ターコーティング専用の
「剥離剤」を開発。

■より安全な液剤へ
――――――――――――
水性タイプのコーティング
剤も剥がすことができるよ
うに設計し、コーティングの
メンテナンス性も圧倒的に
向上させることに成功。

■作業効率を高める液剤
――――――――――――
ワックスが何層も塗られて
いる場合等は作業効率を高
める液剤を開発。安全性と
効率を兼ね備えた剥離剤を
開発。

自然な風合いの質感 フロアシールド Sよりも輝く光沢

Before

After

Before

After

Point
落ち着いた光沢感
中古物件の傷み気味なフローリングにも
在宅でも安心な 1日施工
5年保証で安心長持ち

Before

Before

After

After

Before

After

VOC放散測定試験結果　
化学物質評価研究機構　証明書▲
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マイスターコーティングはこのよう な時にご利用いただいております！

①フローリングを張り替えた後、
　キレイな状態を維持するために
新しくフローリングを張り替えた後は、汚れやキズ
はつけたくないものです。キレイな状態を維持する
ために、コーティングがお勧めです。

②築年数の浅いお客様のために
築年数の浅いお客様はリフォームとは縁の無い場
合が一般的です。しかし築年数の浅い、キレイな状
態のフローリングにキズをつけないために、築浅向
けのコーティング剤を開発しました。

③工期の問題、費用の問題、お客様の
　こだわりなどで、フローリングは
　張り替えたくない
工事の期間は短い方がいい、費用的に張り替えが出来ないなど、様々な要因でフローリングの張り替えが出来
ない場合に、複合的にフローリングコーティングを活用していただくケースがあります。

コーティングとワックスの違いは何ですか？

お客様から多いご質問

水を通さず、
汚れも弾きます。
施工には専門の
技術が必要です。

なぜお手入れがラクになるのですか？

表面に汚れが残っている
だけなのでモップなどで
簡単に汚れが落とせます。

0年 5 10 15
（築年数）

①②に
該当する
お客様層

③に該当する
お客様層

成分が違います。ワックスの主成分はロウで、水に弱く溶けやす
い性質です。塗布は容易ですが、はがれやすく摩耗しやすくなり
ます。コーティングの主成分は樹脂で液体を通しません。硬い層
を作るので、長期間にわたりキズ・汚れ・水分などから素材を守り
ます。

コーティングに比べるとワックスの保護膜は薄いため、キズつきや
すくなります。汚れはキズの中に入り込んでしまうと落としにくくな
ります。保護する力が強いコーティングはキズ自体がつきにくくな
るので、お手入れがラクになるのです。

コーティング
需要

リフォーム
需要

コーティング
水 汚れ

フローリングフローリング

コーティング

Used

中古物件

New

新築物件 ①キレイを維持するために
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
おそうじを欠かさず行っていても、なかなかフローリン
グをキレイな状態に保つのは困難です。手のかかるお
そうじをしなくても、コーティングの効果で汚れを吸着
させず、キレイをキープすることができます。

②おそうじが苦手な方にも
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
こまめなおそうじが苦手な方こそコーティングの出番。
汚れが落としやすくなるため、家事の軽減につながり
ます。

①築年数が浅くても汚れが…
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
汚れてしまっても、一度全て取り除きキレイな状態にし
てからコーティングを塗ります。

②予算を抑えてピカピカの仕上がりに
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
経年劣化により傷んでしまった床も張り替えずに現状
のままピカピカ仕上げも可能です。部屋の雰囲気がガ
ラリと変わります。

③一番気になるのは…
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
入居前にはあまり気になりませんが、入居してから一番
気になるのが「フローリング」。汚れを除去するだけで
見栄えが全く変わります。

フローリングコーティング
の塗膜をしっかりと形成す
るためには非常に重要な
作業であり、安全性が求め
られる作業です。
マイスターコーティングで
は中性で粘性の高い専用
の剥離剤を使用します。
フローリングを傷めないた
めに手作業で細かく仕上げ
ていきます。

ワックス剥離

ワックス剥離前 ワックス剥離後
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私たちはおそうじ本舗で長年培ってきたハウスクリーニングのノウハウをベースに下処理技術を開発してまいりました。
ここが大きく他社と異なり、クオリティが高い点を評価されております。

国内トップクラスの５年耐久を実現した新しい商品です。ＦＲＰ、ステンレス、ホーロー、人工大理石等、水まわりに使用されている素材には
全て対応しています。素材の風合いを変化させない自然な仕上がりで、新品時から在宅・中古まで対応しています。無機質なために人体にも
影響が無く、雑菌も付着しにくい構造になります。医療関係でも採用実績が多数あり、ハイクオリティな商品です。防汚効果の他に、抗菌・防
カビ・防キズ・防サビ・撥水効果があります。

ナノGコート 新築・築浅向き
5年
耐久

光沢のある「再生」コーティング。汚れやシミ、キズを除去した後にコーティング剤を塗布します。濡れたような質感で強い光沢のある仕上が
りに。カルキ質による白ジミは、クリーニングでは除去することが難しいですが、リニューアルコーティングなら改善可能。防汚効果の他に撥
水・撥油・防キズ効果があります。

リニューアルコーティング 中古住宅向き
5年
耐久

Before

Before

After

新築～築5年程度 5年以上の物件におすすめ

Before After

Before

After

お住まい中の住宅で施工を行う場合には、
汚れをキレイにリセットする下処理作業が必須です。

■ガラス被膜コーティング（ナノGコート）
―――――――――――――――――――――――
新品や傷みの少ない水まわり用に、ガラス被膜で耐久年数を
5年間という長期間化することに成功。更に施工後も専用の
メンテナンス剤を別途ご用意していますので、お客様が
ご自身で手軽にメンテナンスを行うことが可能です。

■素材再生コーティング（リニューアルコーティング）
―――――――――――――――――――――――――
傷みが進行してきた水まわり用には研磨作業の後に表面塗膜を
再生させるコーティングで対応しております。
塗布後は美しい光沢を取り戻し、
撥水効果や防汚効果で素材を保護してくれます。

新築～築浅物件
～5年程度

在宅・中古物件
5年以上

耐久性 5年耐久

施工時間 3～4時間 乾燥時間 4時間以上

施工場所 キッチン・浴室・トイレ・洗面台 など

施工に関して

※特殊な加工を施してある浴室の中には、
　施工できないものもあります。

耐久性 5年耐久

施工時間 3～4時間 乾燥時間 24時間以上

施工場所 キッチン・浴室・トイレ・洗面台 など

施工に関して

※特殊な加工を施してある浴室の中には、
　施工できないものもあります。

Before

After After

水まわり

Before

After
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マイスターコーティングはこのよう な時にご利用いただいております！

家事の軽減に
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
コーティングが素材の上に一枚被膜を作ります。
その被膜の効果によって、さまざまな汚れがつき
にくく、またついてしまっても取れやすくなります。
そのため毎日のお手入れが非常にラクになりま
す。清掃時間が短くなり、家事の負担が軽くなり
ます。

おそうじが面倒な方にも
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
毎日おそうじをするのが面倒！そんな方にもコー
ティングは効果を発揮します。
コーティングの上に汚れが溜まってしまったとし
ても、水洗いをすれば表面についている汚れを
簡単に落とすことができます。
特に浴室の汚れは頑固なものが多くあり、ついつ
い硬いもので擦ってしまいがちです。
しかし、硬いもので擦ってしまうと傷がついてし
まいます。なるべく柔らかいものでそうじしていた
だければ、表面に傷はつきませんのでコーティン
グの効果は変わらず継続します。

水まわりコーティングの仕組み

Used

中古物件

New

新築物件
①耐久性の長い
　コーティングを！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「水まわりコーティング＝フッ素コー
ティング」は業界でのスタンダード。マ
イスターコーティングはガラス被膜の
コーティングで長い耐久性を実現。

②簡単なお手入れで
　効果長続き
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日々のお手入れは柔らかいスポンジ
で軽く擦るだけ。それでも落ちないし
つこい汚れには「お手入れマイス
ター」を活用するだけで撥水性が復
活。より長く効果を実感したい方にお
勧めです。

①洗っても汚れが
　落としきれない
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
年数が経つと、表面についてしまった細
かいキズの中に汚れが入り、くすんでし
まいます。コーティング前の下処理に
よって浸み込んでしまった汚れを除去
し、清潔感を取り戻すことができます。

②傷みが出てきた浴槽でも
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
リフォームで交換するよりも、キレイに
なるならもう少し使いたいという方に
は、リニューアルコーティングがお勧め
です。
右の浴室のように仕上がりがピカピカ
になります。

中古物件にオススメのコーティング
　　　　　　　　→リニューアル
　　　　　　　　　コーティング

新築物件にオススメのコーティング
　　　　　　　　→ナノGコート

養生を行う

蛇口・水栓金具クリーニング

天板クリーニング

シンククリーニング

液剤塗布

乾燥させて完了！

普段のお手入れで簡単に使っ
ていただけるスプレータイプ
です。2週間～3週間に一度、
こちらを使用してメンテナン
スしていただくことで、キレイ
な仕上がりを長期間維持して
いただけます。

Oteire Meister
お手入れマイスター

お住まいになってからでも施工可能

コーティング

カルシウム・シリカ
マグネシウム・塩素

水アカのもと

皮脂・化粧品の油分・
石鹸カスなど

ホウロウ、ステンレス、FRPなど

黒ずみ・黄ばみ・尿石

　隙間に「汚れ」が
入り込むのをブロック

※FRP（繊維強化プラスチック）とは浴槽や浴室の壁・床などによく使用されている素材です。
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エントランスの素材表面にコーティングで保護膜を作るため、素材に直接汚れや水が浸み込みません。さらにコーティング膜がエントランス
をキズから守ります。人が一番出入りする家の顔である玄関は、汚れやすい場所でもあります。そんな場所のお手入れが簡単になります。

タイルコーティング 5年
耐久

キズや汚れからエントランスを守る

お住まいの「顔」であるエントランスは
キズがつきやすく汚れやすいもの。

※特殊な加工を施してあるエントランスの中には、施工できないものもあります。 ※一部対象外有り

玄関、エントランスに使用されている石材・タイルに対して汚れを浸透しにくくさせる効果を発揮します。
石材の隙間をコーティング剤が埋めることにより撥水効果を発揮し、直接汚れや水分が浸み込まず、お手入れが簡単になります。

新築や張り替え後のクロスに、
汚れやホコリの付着を防ぐコーティング。
静電気を防ぎ、いつの間にか黒ずむクロスを長期間保護。
壁紙がきれいなお家は、お部屋全体の好感度がUP！
あまり汚れの目立たない壁紙も、少しずつ油汚れや静電気によるホコリの付着により黒ずんできます。クロスコーティングでしっかりガード。

After

Before

After

Before

クロスコーティングは汚れが付着しにくくなるだけではなく、抗菌効果もあります。
また、帯電防止効果でクロスに発生する静電気を抑止することでホコリの付着を抑制します。壁面の上部はお手入れが行き届かない箇所
なので、ホコリ付着の悩みを解消することができます。

クロスコーティング 5年
耐久

汚れてもさっと一拭き

コーティング剤を塗っても今までの風合いを変えることなく仕上げることができます。
乾燥時間も短く、出入りの激しい箇所へも問題なく施工できます。商業施設などでも活用されています。

石材・タイルコーティング 2～3年
耐久

自然色仕上げ

施工なし

施工あり

クロスにクレヨンを塗り、さっと一拭き！施工したクロスは汚れがキレイに落ちました。

After

Before

汚れてしまった壁紙を張り替えることなく、キレイに甦らせます。上から塗料を塗るので廃材も出ず、張り替えよりも安く仕上がります。色
も選べるので、一面だけ変えるなどのアクセントクロスとしても活用できます。

壁紙染色
手軽にお部屋のイメージを変えられる

After

Before

After

Before

玄 関 壁 紙
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ガラスの外側に施工を行い、汚れを付着しにくくします。窓ガラスは風雨にさらされた後に乾燥すると、泥やホコリが表面に残って汚れになり
ます。ガラスコーティングの撥水効果で水分が表面に残りにくくなり、残った僅かな汚れも簡単に除去できるようになります。

ガラスコーティング 屋外用

屋内用

3 年
耐久

窓ガラスの美観を保つ防汚コーティング

室内に入る紫外線をカット。
結露も抑え、快適な室内空間を。
マイスターコーティングでは、お部屋を心地よく保ち、かつエネルギー効率を最大限にアップさせる“エコ窓コート”、
そして外部からの様々な汚れから窓ガラスを守る“ガラスコーティング ”をご用意し、
お部屋から見る外の景色をいつまでも素敵に演出します。

白木の自然な木目もそのままに、撥水効果を実現。
空間コーティングで防カビ・消臭・抗菌効果。
雰囲気を変えることなく、自然素材の白木をコーティングできます。
またニオイや細菌の飛散に敏感な場所には、抗菌効果に優れたエアーコートが最適。

After

Before

紫外線（UV）・赤外線をカットし、遮熱や日焼け対策を実現しています。紫外線カット
効果に関しては経年劣化があるため徐々に下降していきますが、赤外線カット効果はほ
ぼ半永久的に持続されます。化学的な分子結合によって密着しており、削ったりしない
限り剥がれることはありません。

エコ窓コート 10年
耐久

5年
耐久

室内空間を快適に。遮熱コーティング

After

Before

無光触媒

クローゼット内やトイレ、玄関、浴槽のエプロン内など、様々な場所に施工できます。
国内には約300菌の真菌類が存在し、その内64種類のカビ菌が確認されています。
エアーコートは64種類のカビ菌全てと、その他190種類の真菌類を分解する効果が認
められており、合計で254菌に対応しています。

エアーコート
防カビなど空間の雑菌に対して効果を発揮

100
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200　　　　　400　　　　　600　　　　　800　　　　　1000　　　1200

↑ 

透
過
率

UV
（紫外線）

IR
（赤外線）

680～ 700nm
以上は赤外線

380～ 400nm
以下は紫外線

可視光線

施工なし
施工あり

紫外線を
カットし
通さない

赤外線
60～ 80％
カット！

●サービス事例
一般家庭の和室（柱・木枠）
新築・在宅・中古
お寺や神社に使用されている
白木にも有効

●サービス事例
①一般家庭の窓ガラス
　-新築・在宅・中古

②商業施設の窓ガラス
　-美容院・コンビニ・コインランドリー
　　ショールーム・店舗系 など

●サービス事例
①一般家庭の窓ガラス
　-新築・在宅・中古
②商業施設の窓ガラス
　-美容院・コンビニ・
　　コインランドリー
　  ショールーム
　　店舗系 など

5 年
耐久

自然の風合いはそのままに、水や汚れを弾くので白木が傷んでしまうのを防ぎます。汚れてしまってもさっと拭けば簡単に落とせるので、
お手入れがぐんとラクになります。

白木コート
自然の風合いはそのまま

After

Before

●サービス事例
①一般家庭（新築向き）
　浴室（天井、壁）やクローゼット、
　シューズボックス など
②商業施設
　クリニックの待合室
　保育園やホテル など

窓ガラス 白木・空間
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保育園など

ホテルなど
①ご利用のお客様からの評判アップ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
水まわり全体の汚れを落とし、光沢のある仕上げをすることで清潔感がでます。水まわりの
評判は集客にも影響が出るところだと思います。1日で施工が完了するので、売り止めも最小
限に抑えることができます。

②清掃時間の短縮
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
コーティングを塗った箇所には被膜ができているので、コーティング後は表面についた汚
れが簡単に落とせます。お手入れがラクになり、毎日の清掃時間を大幅に短縮することが
できます。

住宅以外にも ！ 様々な施設でご利用いただいています。

①感染予防にも効果的
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
保育園や幼稚園に空気清浄機などを活用する園が増えていますが、そもそも空気を汚さな
いようにエアーコートでコーティングをすることで、インフルエンザなどの予防にも効果的
です。

②フローリング以外の床材にも
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商業施設によく使用されている化学床（Pタイル・長尺シート）にもコーティングが施工でき
ます。土足で歩く場所などの滑り止め加工も可能です。

お子様からご高齢の方まで、人の暮らしに密着した生活サポート事業を展開しています。

●マイスターコーティングFC事業　●おそうじ本舗FC事業　●マイ暮らすFC事業　●靴専科FC事業　●家事の達人事業　●洋服のお直し&リメイク事業

●介護・保育・医療業界に
　特化した人材紹介・派遣業

「Meister Coating」はHITOWAグループの一員です。
マイスターコーティング

HITOWAライフパートナー株式会社

グループ会社

設 立
資 本 金
本 社

2015年（平成27年）7月　※事業開始は1997年2月
5,000万円
〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー
T E L.03-6632-7701　FAX.03-6229-3203

事 業 内 容 ●「おそうじ本舗」フランチャイズチェーン ー ハウスクリーニング、店舗・施設・オフィス・空室クリーニングサービス
●「マイ暮らす」フランチャイズチェーン ー ご家庭における日常の掃除、洗濯、買い物、お料理などの家事代行サービス
●「マイスターコーティング」フランチャイズチェーン ー 住宅の床・水まわりなどのコーティングサービス、特殊技術によるリ
ニューアル（再生）コーティングサービス

●「靴専科」フランチャイズチェーン ー 靴・バッグなどの皮革製品のクリーニング・リペア
●「お直し職人」洋服のお直し＆リメイク ー 洋服のお直しとリメイク専門店運営
●「KEiROW」フランチャイズチェーン ー 訪問リハビリマッサージ

HITOWAホールディングス株式会社

HITOWAケアサービス株式会社

HITOWAキッズライフ株式会社

HITOWAナーシングパートナー株式会社

HITOWAキャリアサポート株式会社

HITOWAフードサービス株式会社

HITOWAソーシャルワークス株式会社

Before After


