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* 2020年、2021年、2022年 技術力優秀企業に選定
(建築用防水剤の開発技術)

* ISO 9001:2015認証獲得
* 国際特許の出願(米国、中国、日本)
* 韓国特許を多数保有
* 商標登録(韓国・海外)
* 毎年韓国で開かれる約20回の建築展示会に参加
* 2018年、日本東京ビッグサイト展示会に参加
* 2020年、本社新築に移転

しっかり防水できる「防水剤」
タンタン防水剤の製造・販売企業「タンタンナイス」

こんにちは。
みんなが幸せであることを願う気持ちを込め、
共に生きる良い社会作りに参加する楽しい企業です。

より便利に
よりしっかり

タンタンナイスは消費者のニーズに応える優秀な品質と施工
工法の開発のために地道に研究開発を続けてきました。
また、毎年製品のアップグレードや新製品を発売するために
さまざまな取り組みをしています。
タンタン防水に関心を寄せていただき、心から感謝しております。
防水に関する専門的で丁寧な相談のため、常に最善を尽くしています。

[本社]
防水展示場

沿革

住所 : 韓国 慶尚南道 金海市 チョンハ路83、タンタンビル

電話: +82-55-333-0888 TanTanNice



製品
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タンタン防水クリーム タンタン亀裂防水ボンド タンタンウレタン防水ボンド

タンタンウォンタン防水剤 タンタン万能防水剤

タンタンシングルシングル タンタン断熱防水剤

タンタン補強布

C-75 C-5 C-50

ST- 01 ST-35

ST-33, 34 ST-100

タンタンドライビット

ST-25

ST-77

タンタン外壁防水剤

＊ オプション

タンタンミジャンタン

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

Website : www.tantannice.com /国際特許出願
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製品の特徴

乾燥後に高弾性の透明な塗膜が形成されます。
水気のあるところにもそのまま施工できます。
水密性と接着性に優れています。
紙に塗っても防水できます。
紫外線や紫外線による収縮・膨張に強いです。
水性ペイント、セメント、モルタルと混ぜて使用することも可能です。
環境試験検査で適合判定を受けました。

使用用途

全種の亀裂を防止・埋戻し
コンクリートのひび割れ、浮き、破損を接着保守
アスファルトシングルや瓦の浮き、ひび割れ、破損を接着保守
工場のパネルおよび窓枠の防水
建物コーナーおよびつなぎ目の防水

レンガのひび割れ防水
木材と合板の防水
タイルと大理石の防水
新築建物のつなぎ目と配管の防水
目地のひび割れ防水

使用方法

乾燥時間

塗布する面の油分・水分・異物などをきれいに除去します。
※掃除の状態によって浸透の有無、接着の有無、寿命などが決まります。
ゴムヘラ、平らなヘラ、ブラシなどを使います。
効果および乾燥時間を短縮するため、薄く繰り返して施工します。
施工面が広いと、セメントや砂と混ぜて施工します。
補強布と一緒に施工すると、ひび割れの防止効果が上がります。
水性ペイントと混ぜると、カラー施工も可能です。

高弾性の透明塗膜、埋戻し
接着、厚い塗膜の形成

保管方法

1.指触乾燥：6時間
(気温25℃、湿度60%以下)

2.完全乾燥：48時間
(厚さ1mmの場合、気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
5℃以上の室温で15か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入され
ないようにご注意ください)

* カラー : 透明

* 価格 : 1.2kg[55,000ウォン] 15 kg[285,000ウォン]

タンタン防水クリーム

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

Website : www.tantannice.com /国際特許出願
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誰でも簡単・迅速に施工できます。
ひび割れのところに注入すると、自然にひび割れの深いところまでしっかり埋めてくれます。
コンクリート、鉄製、木材、石材、紙などあらゆる素材に使用できます。
乾燥後に高弾性の透明なゴムが形成されます。
水性ペイントの仕上げおよび混合使用も可能です。
セメントやモルタルと混ぜて使用することも可能です。
水気のあるところにも施工可能です。(乾燥時間が長くなります)

コンクリート
屋上の仕上げ面
駐車場の床面
タイルや大理石の目地

窓枠
コーナー
パネルのつなぎ目

高弾性透明、浸透性に強い接着保守

* ひび割れの広さ、深さ、湿度によって異なります。
1.指触乾燥：２時間

(気温25℃、湿度60%以下)
2.完全乾燥：２４時間

(気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入さ
れないようにご注意ください)

* カラー : 透明

* 価格 : 500ml[22,000ウォン] 15 kg[235,000ウォン]

ひび割れやタイルの目地に注入するだけでいいです。
表面のひび割れに補強布と一緒に施工すると、さらに効果が上がります。
微細なひび割れや高温乾燥した夏場には施工面を水で濡らしてから施工してください。
ひび割れの幅が広い場合もしくは深い場合は、セメント(モルタル)を混ぜて注入してください。
コンクリートの表面には鉄ブラシで表面をこすって、必ずほこりを除去してください。

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

製品の特徴

使用用途

乾燥時間

使用方法

保管方法

タンタン亀裂防水ボンド

Website : www.tantannice.com /国際特許出願
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下塗り＋中塗り＋上塗りをタンタンウレタン防水ボンド１つで施工します。
誰でも簡単に施工できます。
ひび割れが多く発生したところは補強布と一緒に施工すると、さらにしっかり施工できます。
砂やモルタルと混ぜて使用することも可能です。

ウレタン防水施工されたところの仕上げおよび保守
ひび割れの防水および仕上げ
コンクリート
駐車場
鉄製

コーナー
パネル
タイルと大理石の目地
木材

ウレタンの表面をブラシできれいにします。
ひび割れのところに注入してください。
浮いて膨らんでいるところをカッターで切り取った後、乾燥させます。その後、
ウレタン防水ボンドで埋戻します。
段差がある場合はモルタルや砂と混ぜて高さを合わせます。その後、乾燥させてから施工してください。
微細なひび割れや乾燥した面には水で濡らしてから施工してください。
ひび割れのところは亀裂防水ボンド（Ｃ－５）で埋戻してからウレタン防水ボンドで仕上げてください。

既存のウレタンを１つの
防水剤で保守！

* ひび割れの広さ、深さ、湿度によって異なります。
1.指触乾燥：２時間

(気温25℃、湿度60%以下)
2.完全乾燥：２４時間

(気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入さ
れないようにご注意ください)

ひび割れの保守 浮いたり膨らんでいるところを保守

砂を混ぜる 塗り広げる

<浮いて段差ができ、高さが合わないところを保守>

* カラー : グリーン、グレー

* 価格 : 500ml[24,000ウォン]

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

製品の特徴

使用用途

乾燥時間

使用方法

保管方法

Website : www.tantannice.com /国際特許出願

タンタンウレタン防水ボンド
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誰でも簡単・迅速に施工できます。
既存ウレタンの下塗り、中塗り、上塗りを一つで完結！
既存ウレタンを削らなくてそのまま施工できます。
ひび割れのところを自ら見つけて深いところまでしっかり埋めてくれます。
カサカサしたコンクリートをしっかりと支えます。
優れた弾性と耐久性が特長です。
メンテナンスしやすく、欠陥率も低いです。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。
補強布を使って施工すると、丈夫な亀裂防止用ゴムシートが出来上がります。
乾燥時間が速く(３０分～１時間)、連続して作業できます。
（厚い補強布で施工する場合、気温２５℃で２４時間かかります）

下塗り＋中塗り＋上塗りを１個で完結！

屋上
既存ウレタン
コンクリート
パネル屋根

新築建物
外壁
ジョイント防水

施工方法

表面をきれいにします。
(油分、水分、異物などを除去)
ローラーまたはブラシで施工します。
(２５℃で乾燥した後、３回以上塗布)

コンクリートの床面に施工
既存のウレタンに施工
つなぎ目や亀裂の補修と施工

* 詳細な施工方法はホームページをご参照ください。

1.防水剤のみで施工した場合：３０分～１時間
2.補強布と一緒に施工した場合：5～6時間
3.つなぎ目やひび割れの施工：５～８時間

(気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入され
ないようにご注意ください)

* カラー : グリーン、グレー、ホワイト、ブルー
※ コンクリートの表面に施工する場合は、表面の粉塵や異物、湿気を除去してください。

新築建物や機械の塗装面、液体防水面は、必ずセメントの粉塵を除去してから施工してください。
(グラインダーや鉄ブラシで必ずレイタンスを除去)

* 価格 : 18kg[185,000ウォン]
(16.5～26.4㎡使用)

4kg[88,000ウォン]
(3.3～26.4㎡使用)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

製品の特徴

使用用途

乾燥時間

使用方法

保管方法

Website : www.tantannice.com /国際特許出願

タンタンウォンタン防水剤
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誰でも手軽に施工できるのはもちろん、メンテナンスも簡単です。
建物の色を活かしながら、ひび割れのところを見つけて埋めてくれます。
乾燥がはやく（３０分～１時間）、弾性も非常に優れています。
完全乾燥すると透明になります。
強力に浸透してしっかり接着します。
水性ペイントと混ぜて使用したり、塗装することも可能です。
セメントやモルタルと混ぜて塗装することもできます。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。
ブラシ、ローラー、スプレーでの施工も可能です。

高弾性の透明な塗膜、浸透、
撥水、防水および接着、ひび割れの補修

コンクリートの床面および壁面
剥がれかけているコンクリートの床面および壁面

コーナー
木材

塗布する面の油分・水分・異物などをきれいに除去します。
開封する前に容器をよく振ってください。（２～３分）
ひび割れの幅が広い場合や深い場合は、まずタンタン亀裂防水ボンド(C-5)または
タンタン防水クリーム(C-75)を使ってから施工をします。
ローラー、ブラシ、スプレーで塗布します。(気温２５℃で１時間毎に２回以上塗布します)
使用した道具は乾燥する前に水で洗ってください。

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入され
ないようにご注意ください)

※ コンクリートの表面に施工する時は、表面の粉塵や異物、湿気を除去してください。
(グラインダーサンドペーパーおよび鉄ブラシで必ずレイタンスを除去してください。)

* カラー : 透明

* 価格 : 15kg[125,000ウォン]
(約33㎡使用)

１～２時間
(25℃、湿度60%以下)

4kg[58,000ウォン]
(約9.9㎡使用)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

製品の特徴

使用用途

保管方法乾燥時間

使用方法

Website : www.tantannice.com /国際特許出願

タンタン万能防水剤
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誰でも手軽に施工できるのはもちろん、メンテナンスも簡単です。
撥水、防水、接着を一度に解決します。
建物の色を活かしながら、ひび割れのところを見つけて埋めます。
乾燥すると、浸透塗膜が形成されます。
乾燥がはやく、優れた弾性を保有しています。
強力に浸透してしっかり接着します。
水性ペイントと混ぜて使用したり、塗装することも可能です。
セメントやモルタルと混ぜて塗装することもできます。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。

防水/撥水/接着を一度に！
レンガ、コンクリート、高浸透性防水剤

外壁
ストーン仕上
げ

大理石およびタイルの防水
石膏ボードの壁

塗布する面の油分・水分・異物などをきれいに除去します。
開封の後、よくかき混ぜてください。(ローラーや棒を使用)
ローラー、ブラシ、スプレーで塗布します。(気温２５℃で１時間毎に２回以上塗布します)
ひび割れの幅が広い場合や深い場合は、まずタンタン防水クリーム(C-75)を使って１次施工を行って
ください。
必要な量を取り出して使ってください。使用道具は乾燥する前に水で洗ってください。
ローラーで２回以上繰り返し施工する際には気泡の発生にご注意ください。

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入され
ないようにご注意ください)

* カラー : 透明

* 価格 : 15kg[125,000ウォン]
(約33㎡使用)

１～２時間
(気温25℃、湿度60%以下)

赤レンガ
玄武岩の壁

木材
合板の防水

4kg[58,000ウォン]
(約6.6㎡使用)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

製品の特徴

使用用途

Website : www.tantannice.com /国際特許出願

タンタン外壁防水剤

使用方法

乾燥時間 保管方法
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誰でも手軽に施工できるのはもちろん、メンテナンスも簡単です。
乾燥後に高弾性の透明な塗膜が形成されます。
弾性と接着性が非常に優れています。
水性ペイントと混ぜて使用できます。
紫外線遮断機能があるので、寿命が延長されます。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。
セメントやモルタルと混ぜて塗装することもできます。

ドライビットの壁
外壁の防水

コーナー
パネル

塗布する面をきれいにします。(異物、水分・油分の除去および乾燥)
ローラー、ブラシ、スプレーを使って塗ります。(気温２５℃で乾燥させた後、少なくとも２回施工)
ひび割れしているコーナーやつなぎ目のところはコーナー用補強布(B-10A)を使うか、
タンタン防水クリーム(C-75)を使って施工します。
ドライビットのカラーを変えたい場合は、カラーの調色をするか、
防水剤を施工した後に水性ペイントを塗ります。
使用道具は乾燥する前に水で洗います。

透明な弾性塗膜、浸透防水、撥水、接着
ドライビットの本来の色を活かす透明な防水

剤

１～２時間
(気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入さ
れないようにご注意ください)

* カラー : 透明

* 価格 : 15kg[140,000ウォン]
(２３～３３㎡使用)

4kg[60,000ウォン]
(3.3～26.4㎡使用)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

使用用途

保管方法乾燥時間

使用方法

製品の特徴

タンタンドライビット

Website : www.tantannice.com /国際特許出願



Homepage : www.tantannice.com

粉塵や浮きなどを防止し、シングル屋根の寿命が長くなります。
弾性と接着性が非常に優れています。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。
紫外線遮断機能があるので、屋根の寿命が延長されます。
シングル屋根の色を活かしながら、ひび割れのところを見つけて埋めます。(ST-33 透明)
水性ペイントと混ぜて使用できます。(ST-33 透明)
赤褐色の新しい屋根が出来上がります。(ST-34 赤褐色)
補強布と一緒に施工すると、より丈夫な屋根が出来上がります。 (ST-34 赤褐色)

シングル屋根、弾性塗膜、浸透、接着の防水
剤

シングル屋根を交換せず丈夫な屋根を作る

シングル屋根

表面の油分、水分、異物などをきれいに除去します。

ローラー、ブラシで施工してください。
(25℃で乾燥した後、2～3回施工してください)

防水剤のみ塗る施工方法(ST-33、34)
補強布と一緒に防水剤を塗る施工方法(ST-34)

* 施工方法の詳細はホームページをご参照ください。

1.防水剤のみ塗った場合：１～２時間
2.補強布と一緒に施工した場合：５～６時間

(気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入さ
れないようにご注意ください)

* カラー : 透明、赤褐色

* 価格 : 赤褐色18kg[145,000ウォン]
透明 15kg
(16.5～26.4㎡使用)

赤褐色 4kg[65,000ウォン]
透明 4 kg
(3.3～6.6㎡使用)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

使用用途

使用方法 施工方法

乾燥時間

製品の特徴

保管方法

タンタンシングルシングル

Website : www.tantannice.com /国際特許出願
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誰でも手軽に施工できるのはもちろん、メンテナンスも簡単です。
断熱効果があるので、冷暖房の効果が期待できます。
建物の温度変化を補正し、ひび割れの発生を抑制します。
防水と断熱を同時に完了します。
カラーはホワイトです。(カラーは調色可能です)
乾燥時間が速いため（２５℃で３０分～１時間）、作業効率性が高いです。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。

屋根の断熱・防水
内外壁の断熱・防水
シングル屋根の断熱・防水

パネル屋根の断熱・防水
ベランダの断熱・防水
黄土の床・壁の断熱防水

塗布する面の油分・水分・異物などをきれいに除去します。
開封の後、よくかき混ぜてください。(ローラーや棒を使用)
タンタン万能防水剤(ST-35)を１回塗布します。
１回塗布・乾燥した後、防水剤に水を１０％混ぜて、２～３回(気温25℃、１時間ごと）塗布します。
補強布と一緒に施工すると、断熱およびひび割れ防止の効果がさらに上がります。
使用道具は乾燥する前に水で洗います。

1.防水剤のみ塗った場合：30分～1時間
2.補強布と一緒に施工した場合：６時間

(気温25℃、湿度60%以下)

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入さ
れないようにご注意ください)

* カラー : ホワイト

* 価格 : 15 kg[175,000ウォン]
(２３～３３㎡使用)

弾性塗膜、
結露防止、

断熱、防水、
塗装を一つに完結！ 4 kg[72,000ウォン]

(6.6～9.9㎡使用)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

製品の特徴

使用用途

使用方法

乾燥時間 保管方法

タンタン断熱防水剤

Website : www.tantannice.com /国際特許出願
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防水と塗装、ひび割れの防止、滑り止めを一度に完了します。
塗装素材の色を活かしながら、弾性も優れています。
床面で腐食がひどいところもすぐ施工できます。
弾性に優れており、衝撃と振動に強いです。
既存のコンクリートに薄く塗装しても優れた接着力が期待できます。
保護モルタルの代替用として施工が簡単です。
砂やセメント、モルタル、珪砂と混ぜて使用することも可能です。
人体に有害な重金属や有機溶剤から安全です。

防水塗装、ひび割れの防止、すべり防止を一度に！

屋上
駐車場の床面

浴室の床面
花壇

1.施工する面のレイタンスや油分、異物などをきれいに除去してください。
2.排水溝にミジャンタンが入らないように、入り口を塞いでください。
3.施工する前に、施工面に防水剤(1) : 水(1)で混ぜたものを塗布した後、混ぜておいた防水剤を道具を使って

気泡を除去しながら、丁寧に塗ります。
4.養生時間を充分に設けてください。

(厚さ5mm、気温25℃、湿度60%以下で７２時間)
5.乾燥後にひび割れが発生した場合、上塗りもしくは補強布を使ってください。
▶施工後は、タンタンハイタン(transparent)またはタンタンウォンタン防水剤(グリーン、グレー)で

仕上げすることも可能です。

直射日光を避けて
５℃以上の室温で１５か月間
(凍結しないように保管してください。異物が混入さ
れないようにご注意ください)

* カラー : スカイブルー

* 価格 : 15 kg[125,000ウォン]
(約16㎡使用)

72時間
(気温25℃、湿度60%以下、厚さ5mmの場合)

プール
滑り止め

池
タイルの目
地

<配合率>
→ 防水剤(1) : 水(1) : 濡れた砂(8) : セメント(2)
→ 防水剤(1) : 水(1) : 珪砂(パンの生地程度)
→ 防水剤(1) : 水(2) : モルタル(7)

* コップで計る場合
例) 防水剤(1コップ) : 水(2コップ) : 濡れた砂(8コップ) : セメント(2コップ)

* モルタルと混ぜる場合、表面にひび割れが発生することがあります。

4 kg[125,000ウォン]
(約3.3㎡使用)

(厚さ5mm基準)

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

乾燥時間 保管方法

使用方法

使用用途

製品の特徴

タンタンミジャンタン

Website : www.tantannice.com /国際特許出願
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タンタン補強布と一緒に施工すると、補強布の中に防水剤が染み込みます。
施工面にしっかりとしたゴムシートが出来上がるので、剥がれたりしません。

ひび割れ
コーナーおよびつなぎ目
窓枠

新築建物
パネル
コンクリートのひび割れ

ひび割れの補強、つなぎ目及びコーナーの補強、ゴムシートの形成

タイプ

厚い補強布（Aタイプ） 必要なあらゆるところに使用できます。
素材が柔らかいため、凹凸している面でも接着可能です。➠

モデル名 使用量 サイズ
(幅×長さ)

価格

B-10A コーナー用 10cm x 100m 22,000ウォン

B-26A 約19.8㎡使用 26cm x 100m 42,000ウォン

B-65A 約59.5㎡使用 65cm x 100m 62,000ウォン

薄い補強布（Bタイプ） 平らで滑りやすい床面や壁面にのみ使用してく
ださい。

➠

※ 厚い補強布は(Aタイプ)、薄い補強布(Bタイプ)より少し厚く、1mm未満です。
補強布の施工が必要な場合、多くが厚い補強布（Aタイプ）で施工します。
薄い補強布(Bタイプ)は、紙のように薄く固いので平らな壁面や床面にのみ使用します。

B - 10A B - 26A B - 65A

韓国特許取得の防水剤/ ISO 9001:2015

使用用途

製品の特徴

モデル名 使用量 サイズ
(幅×長さ)

価格

B-10B コーナー用 10cm x 100m 22,000ウォン

B-25B 約19.8㎡使用 25cm x 100m 35,000ウォン

B-50B 約42.9㎡使用 50cm x 100m 48,000ウォン

タンタン補強布
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