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カーペットの本場アメリカより日本初登場！
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Point 特 性

カーペットタイルの本場といわれるアメリカでは、縦横比（1：3）

のプランクと呼ばれる長方形サイズが主流。その理由はアシュラー

貼り、ヘリンボーン貼りに加えて、貼り方次第でデザインの幅が

広がるから。長尺カーペットの様にも見せることができます。

アメリカの最新トレンドは、「ベース」「柄が少ない」「柄が多い」の

3 タイプを混ぜ合わせて床のデザインをすること。長尺カーペット

で織った様な模様をタイルカーペットでも描くことができます。

アドヴァンのタイルカーペットは米国

カーペット・ラグ協会による認証プロ

グラム「Green Label Plus」を取得して

います。「Green Label Plus」は室内

環境に影響を与えるホルムアルデヒド

といった 13 種類の揮発性物質等の放

散量を測定し、厳格な基準をクリアした

カーペットに対して与えられる認証プロ

グラムです。

「Green Label Plus」を取得したタイル

カーペットを使用することで、ビルの

環境負荷の評価基準である米国環境

性能評価システム「LEED」のポイント

を取得できます。LEED の認証を受け

た建物は収益率が高いともいわれてい

ます。
※ 「LEED」米国グリーンビル協議会が制定

したビルの環境性能を評価するプログラムで
す。環境への意識の高まりから、世界中でＬ
ＥＥＤの認証取得が進んでいます。

プランクサイズ

サステイナビリティ L E E D  ポイント加 算 商品

3 タイルシステム

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck; Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

Installation Inspirations

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck (Vertical Ashlar) Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 937 Frosted Shield (Vertical Ashlar)

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 952 Orange Sea, 941 Goldspeck; 
Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

The installation ideas featured here are a small sampling of the infinite possibilities offered in the 

Lichen Collection.

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck; Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

Installation Inspirations

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck (Vertical Ashlar) Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 937 Frosted Shield (Vertical Ashlar)

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 952 Orange Sea, 941 Goldspeck; 
Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

The installation ideas featured here are a small sampling of the infinite possibilities offered in the 

Lichen Collection.

ＯＡフロア用の塩ビタイルであるフロアジャンボ

タイル（5mm 厚）と組み合わせることで、デ

ザインのバリエーションが広がります。通路

との貼り分けやゾーニングなど、より用途に

合わせた使い方ができます。

アドヴァンのカーペットは全て原着ナイロン

100％使用。ナイロン 6.6 もしくはナイロン 6

を使用しており、耐久性にも非常に優れてい

ます。（「パントーン２」のみ PP 糸を使用）

アドヴァンのナイロン糸は、フッ素コーティン

グ加工が施されています。フッ素には汚れをは

じく効果があり、防汚性に非常に優れています。
※ ナイロン糸 duracolor® は電子構造的に防汚性

能があります。

フロアジャンボとの
組み合わせ 原着ナイロン 10 0 ％ 防汚 性

Heathered Hues CARPET FIBER

Nutopia’s urban fabric aesthetic is created with Heathered Hues, 
Mohawk Group’s new high performance color yarn system available in 
both Duracolor and ColorStrand technologies. This highly sustainable, 
solution dyed fiber creates high styling and vivid color for all market 
segments, projects and budgets. Heathered Hues fiber is textured and 
blended in a desirable palette of warm and cool neutrals with vibrant 
color accents. Heathered yarns provide visual texture and dimension 
when tufted, allowing for a variegated wool-like appearance for 
warmth and sophistication. Designed to do more with less, the yarn is 
dematerialized for a low environmental impact, and no water is used  
in production.

カーペットタイル
（5mm 厚）

フロアジャンボタイル
（5mm 厚）

304.8

914.4
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モホーク社とマスランド社のタイルカーペッ
トは全て米国の防炎性能試験 ASTM E648
にて Class1を取得しています。Class1は日本
の防炎性能試験よりもかなり厳しい基準で
あると言われています。

※ 日本国内の制電性能試験と防炎性能
試験については、現在実施中です。試験
結果が出次第、弊社ウェブサイトでお
知らせします。

Masland は 1866 年にアメリカ・ペンシルバニア州で創業した 150
年以上の歴史を持つ大手カーペットメーカー。環境に配慮したカー
ペットとして CRI Green Label Plus などの認証を取得すると共に、
デザインやカラーは自然を意識した商品が多くNaturalシリーズはそ
の代表作です。同じカラーの中に 4 タイプの柄があり、単色で使っ
ても柄を混ぜてもナチュラルに仕上げることができます。

マスランド

※ 日本国内の制電性能試験と防炎性能試験については、現在実施中です。
試験結果が出次第、弊社ウェブサイトでお知らせします。

長年に渡りアメリカ大手カーペットメーカーの商品を OEM 生産してきた工場で、独自のブランド Ollace を立ち上げました。
デザイン性とコストパフォーマンスの両立をした新進気鋭のブランド Ollace をで床をデザインしてください。販売価格￥2,980 〜

オーレス

安心の防炎性能

コーヒーやジュースなど汚れの持つ電子はマイナスで、通常ナイロンはプ

ラスの電子であるため、汚れを吸着してしまうことがカーペットの難点で

した。ナイロン糸 duracolor®はマイナス電子のナイロンなので、汚れは

吸着せずしっかり取り除くことができます。

通常のコーティングされたナイロンでは歩行頻度の差で汚れ方に違いが

出るところ duracolor®は半永久的に汚れが付着しにくいのです。

通常の PVC バッキングに比べ、ECO FLEX™️ NXT は 40％も軽く

施工性に優れています。46％以上のリサイクル素材を使用しており、

LEED,WEEL,Living Building Challenge,CRI Green Label Plus

などの世界の認証団体に認められています。

カーペットの町、米国ダルトンで生まれた Mohawk（モホーク社）は、現在一兆円を超える総合建材メーカーです。カーペット最
大手メーカーだからこそ「duracolor®」という名の自社製ナイロン糸を開発することに成功しました。ナイロン糸 duracolor®はマ
イナス電子を持つことで、汚れが半永久的に付着しにくい特別な糸です。他社のタイルカーペットに使われる糸は防汚加工がしてあ
りますが、経年とともに防汚効果が弱まり、汚れが取れにくくなるという弱点があります。これに対し、duracolor®は電子構造的
に汚れが付着しにくいのです。

「Lichen（ライケン）」「Nutopia（ヌートピア）」「Color Balance（カラーバランス）」の 3 シリーズは duracolor®を使用しているため、
汚れが半永久的に付着しにくい新時代のタイルカーペットなのです。Lichen はアメリカのインテリアデザインショー「NEOCON

（ネオコン）」で、2017 年デザイン賞に選ばれています。
モホーク社のタイルカーペットは、機能とデザインに優れたカーペットとして google を始めとする大手アメリカ企業の標準仕様商
品として使われています。

SUSTAINABILITY

■ Contains no plasticizers

■ Contains a minimum of 46% pre-consumer/
 post-industrial recycled content based on total  
 product weight** 

■ Certified at the Gold Level in accordance 
 with NSF/ANSI 140 

■  EcoFlex NXT may contribute to or comply with 
LEED, WELL and Living Building Challenge

■ CRI Green Label Plus certified

■ Declare Red List Free

■  Recyclable through Mohawk’s  
ReCover Program

PERFORMANCE

■ Provides permanent tile dimensional stability

■ Tiles are impervious to moisture damage
 from spills and water extraction cleaning

■ Main body of tile provides an effective 
 moisture barrier (not applicable at the seams)

■ Available on select running line products and
 on special order basis with low minimums
 on all Mohawk carpet tile product

■ Construction features superior tuft bind that
 is highly resistant to edge ravel

INSTALLATION

■ Simplifies complex floor preparation with no  
 need to encapsulate old adhesives*

■ Greatly reduces sub-floor moisture concerns
 and saves money on mitigation

■ Worry free installation with no visible moisture  
 present using our Flexlok Tab System

■ Superior construction offers reliability for the  
 life of your installation

Primary Backing

Pre-Coat Polymer

Thermoplastic Polymer

Fiberglass Scrim

Thermoplastic Polymer 

EcoFlex™ NXT CARPET TILE BACKING

EcoFlex™ NXT is a polyolefin carpet tile backing that is up to 40% lighter  
than similar competitive products, making it easier to install and less  
expensive to ship. It also incorporates a minimum of 46% pre-consumer/
post-industrial recycled content.  

*Consult Mohawk Group Installation Instructions for any applicable restrictions 
**Recycled content claim third party verified by UL (Underwriters Laboratory)

バッキング

コーティングポリマー

熱可塑ポリマー

ファイバーグラス

熱可塑ポリマー

一般的なナイロン糸 ナイロン糸 duracolor®

モホーク グループ
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　　ライケン

Lichen
天然のコケが持つ色を自社製ナイロン糸“duracolor®”で作り出しました。

3タイルシステムを採用することでコケの模様を自然なランダム感で散りばめることができます。

販売価格 ￥10,800/m²

NEW

左：ロックフェイス ベース（VGT-402.949）, シルバ ミクロ（VGT-397.945）, シルバ マクロ（VGT-388.945）
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日本のカーペット市場では、パイル密度を示すゲージとステッチに着目されがちですが、カーペットの本場アメリカでは平方ヤードあたりの糸の重さを示す
oz/yd²( オンス/ 平方ヤード）がカーペットの価値と価格を決めるとされています。なぜなら、oz/yd² の数値が高ければ高いほど、そのカーペットは腰が
強く長年使用してもパイルがへたれにくく、踏んだ時にしっかりとした印象を受けるからです。
    ※ゲージは、横方向 1インチの中に何本のパイルがあるかを示し、ステッチは縦方向 1インチの中に何本のパイルがあるかを示します。

ライケンは通常のカーペットの約 2 倍の 29oz/yd²を誇り、しっかりした踏み応えをもつ高級カーペットです。糸は電子構造的に汚れにくい duracolor®
を使用、総重量を抑えるため米国モホーク社が独自開発した特殊軽量バッキングを採用しました。ライケンは 2017 年アメリカ最大のデザインショー
NEOCONで最優秀デザイン賞に輝きました。

デザイン、品質ともに最高ランクのカーペット

右上：ロックフェイス ベース（VGT-402.949）, オレンジシー ミクロ（VGT-397.952）, オレンジシーマクロ（VGT-388.952）
右下：ロックフェイス ベース（VGT-402.949）, エバーブルーム ミクロ（VGT-397.954）, エバーブルーム マクロ（VGT-388.954）
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Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck; Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

Installation Inspirations

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck (Vertical Ashlar) Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 937 Frosted Shield (Vertical Ashlar)

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 952 Orange Sea, 941 Goldspeck; 
Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

The installation ideas featured here are a small sampling of the infinite possibilities offered in the 

Lichen Collection.

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck; Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

Installation Inspirations

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck (Vertical Ashlar) Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 937 Frosted Shield (Vertical Ashlar)

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 952 Orange Sea, 941 Goldspeck; 
Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

The installation ideas featured here are a small sampling of the infinite possibilities offered in the 

Lichen Collection.

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck; Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

Installation Inspirations

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck (Vertical Ashlar) Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 937 Frosted Shield (Vertical Ashlar)

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 952 Orange Sea, 941 Goldspeck; 
Lichen Groundcover | 949 Rock Face (Vertical Ashlar) 

The installation ideas featured here are a small sampling of the infinite possibilities offered in the 

Lichen Collection.

ライケン　3 タイルシステムを使用した貼りパターン例

A

A

A

B

B

B

D

C

E

A��ゴールドスペック マクロ
　VGT-388.941
Bゴールドスペック ミクロ
　VGT-397.941
Cロックフェイス ベース
　VGT-402.949
Dオレンジシー ミクロ
　VGT-397.952
Eオレンジシー マクロ
　VGT-388.952

A��ゴールドスペック マクロ
　VGT-388.941
Bゴールドスペック ミクロ
　VGT-397.941

A��フロストシールド マクロ
　VGT-388.937
Bフロストシールド ミクロ
　VGT-397.937
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上：ロックフェイス ベース（VGT-402.949）, ゴールドスペック ミクロ（VGT-397.941）, ゴールドスペック マクロ（VGT-388.941）
下：アイランドモス ミクロ（VGT-397.956）, アイランドモス マクロ（VGT-388.956）
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　　ライケン

Lichen
天然のコケが持つ色を自社製ナイロン糸“duracolor®”で作り出しました。

3タイルシステムを採用することでコケの模様を自然なランダム感で散りばめることができます。

販売価格 ￥10,800/m²

フロストシールド ミクロ（VGT-397.937）, フロストシールド マクロ（VGT-388.937）

ロックフェイス ベース
VGT-402.949

イメージ

イメージ

フロストシールド ミクロ
VGT-397.937

フロストシールド マクロ
VGT-388.937

NEW



08

 項目
パイル素材
Pile material duracolor® プレミアムナイロン

バッキング素材
Backing material Eco Flex NXT®

パイル長さ
Pile height 2.64-2.84㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 9.5 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルパターンループ

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
防炎性能試験番号 E-1190231

品質特性

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 ×約 7 3.59 １ケース  （14 枚）【約3.9m²相当】 18.5 ￥10,800/m² ￥42,116/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。●
施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感
じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

1/2 ズラシ貼り ヘリンボーン流し貼り

ファイヤードット ミクロ
VGT-397.963

ファイヤードット マクロ
VGT-388.963

オレンジシー ミクロ
VGT-397.952

オレンジシー マクロ
VGT-388.952

ゴールドスペック ミクロ
VGT-397.941

ゴールドスペック マクロ
VGT-388.941

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎 3タイルシステム防 汚  duracolor®軽 量

イメージ

イメージ

イメージ
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　　ライケン

Lichen
天然のコケが持つ色を自社製ナイロン糸“duracolor®”で作り出しました。

3タイルシステムを採用することでコケの模様を自然なランダム感で散りばめることができます。

販売価格 ￥10,800/m²

エバーブルーム ミクロ（VGT-397.954）エバーブルーム マクロ（VGT-388.954）

アイランドモス ミクロ
VGT-397.956

アイランドモス マクロ
VGT-388.956

NEW

ダストクラウド ミクロ
VGT-397.976

ダストクラウド マクロ
VGT-388.976

イメージ

イメージ
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Lichen Collection Colorways

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 975 Felt Finish 

Lichen patterns are derived from different growth forms and colorations of their natural inspirations, 

found in thriving ecosystems throughout the world.

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 937 Frosted Shield

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 963 Firedot Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 941 Goldspeck

Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 952 Orange Sea Lichen Micro Bloom & Macro Bloom | 976 Dust Cloud

フェルトフィニッシュ ミクロ
VGT-397.975

フェルトフィニッシュ マクロ
VGT-388.975

シルバ ミクロ
VGT-397.945

シルバ マクロ
VGT-388.945

エバーブルーム ミクロ
VGT-397.954

エバーブルーム マクロ
VGT-388.954

イメージ

イメージ

イメージ

 項目
パイル素材
Pile material duracolor® プレミアムナイロン

バッキング素材
Backing material Eco Flex NXT®

パイル長さ
Pile height 2.64-2.84㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 9.5 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルパターンループ

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
防炎性能試験番号 E-1190231

品質特性

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 ×約 7 3.59 １ケース  （14 枚）【約3.9m²相当】 18.5 ￥10,800/m² ￥42,116/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。●
施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感
じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

1/2 ズラシ貼り ヘリンボーン流し貼り

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎 3タイルシステム防 汚  duracolor®軽 量
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　　  ヌートピア

Nutopia
現代アートの国アメリカ。

ヴィンテージなペイント感を現代アートの様に表現することができるヌートピアは、

3 タイルシステムを採用しておりペイントの流れを自由に描くことができます。

販売価格 ￥10,800/m²

NEW



12

左：アーバンフィールド ペーブメント ベース（VGT-411.989）, スカイウェイ フリンジ（VGT-410.945）, スカイウェイ パッセージ（VGT-409.945）
右：ダークランズ フリンジ（VGT-410.989）

日本のカーペット市場では、パイル密度を示すゲージとステッチに着目されがちですが、カーペットの本場アメリカでは平方ヤードあたりの糸の重さを示す
oz/yd²( オンス/ 平方ヤード）がカーペットの価値と価格を決めるとされています。なぜなら、oz/yd² の数値が高ければ高いほど、そのカーペットは腰が
強く長年使用してもパイルがへたれにくく、踏んだ時にしっかりとした印象を受けるからです。
    ※ゲージは、横方向 1インチの中に何本のパイルがあるかを示し、ステッチは縦方向 1インチの中に何本のパイルがあるかを示します。

ヌートピアは通常のカーペットの約 2.5 倍の 35oz/yd²を誇り、しっかりした踏み応えをもつ高級カーペットです。糸は電子構造的に汚れにくい
duracolor®を使用、総重量を抑えるため米国モホーク社が独自開発した特殊軽量バッキングを採用しました。

デザイン、品質ともに最高ランクのカーペット
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ヌートピア　3 タイルシステムを使用した貼りパターン例

A

A A
B B

D
D

C C

E

A��アーバンフィールド ペーブメント ベース
　VGT-411.989

A��アーバンフィールド ペーブメント ベース
　VGT-411.989
Bハイライズ パッセージ
　VGT-409.941
Cハイライズ フリンジ
　VGT-410.941
Dスカイウェイ パッセージ
　VGT-409.945

A��アーバンフィールド ペーブメント ベース
　VGT-411.989
Bグリーンスペース パッセージ
　VGT-409.956
Cグリーンスペース フリンジ
　VGT-410.956
Dメトロポリス パッセージ
　VGT-409.959
Eメトロポリス フリンジ
　VGT-410.959
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左：アーバンフィールド ペーブメント ベース（VGT-411.989）, メトロポリス フリンジ（VGT-410.959）, メトロポリス パッセージ（VGT-409.959）
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メトロポリス フリンジ
VGT-410.959

アーバン・フリンジ

スカイウェイ フリンジ
VGT-410.945

　　  ヌートピア

Nutopia
現代アートの国アメリカ。

ヴィンテージなペイント感を現代アートの様に表現することができるヌートピアは、

3 タイルシステムを採用しておりペイントの流れを自由に描くことができます。

販売価格 ￥10,800/m²

グリーンスペース フリンジ（VGT-410.956）, グリーンスペース パッセージ（VGT-409.956）
メトロポリス フリンジ（VGT-410.959）, メトロポリス パッセージ（VGT-409.959）

NEW

アーバンフィールド ペーブメント ベース
VGT-411.989

アーバンフィールド・ペーブメント ベース

メトロポリス パッセージ
VGT-409.959

アーバン・パッセージ

スカイウェイ パッセージ
VGT-409.945
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ヘリンボーン流し貼り1/2 ズラシ貼り

ハイライズ パッセージ
VGT-409.941

グリーンスペース パッセージ
VGT-409.956

ブリックワークス パッセージ
VGT-409.963

リバーサイド パッセージ
VGT-409.975

ダークランズ パッセージ
VGT-409.989

アーバン・パッセージ

ハイライズ フリンジ
VGT-410.941

グリーンスペース フリンジ
VGT-410.956

ブリックワークス フリンジ
VGT-410.963

リバーサイド フリンジ
VGT-410.975

ダークランズ フリンジ
VGT-410.989

アーバン・フリンジ

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 ×約 7 3.59 １ケース  （14 枚）【約3.9m²相当】 18.5 ￥10,800/m² ￥42,116/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。
　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然
な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎 3タイルシステム防 汚  duracolor®軽 量

 項目
パイル素材
Pile material duracolor® プレミアムナイロン

バッキング素材
Backing material Eco Flex NXT®

パイル長さ
Pile height 2.77-2.95㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 8.6 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルパターンループ

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性
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　　 カラーバランス

Color Balance
自社製のナイロン糸“duracolor®”の発色は、他にはないオリジナルカラーです。

ポイント色としてアートスタイルの中に組み込んでデザインすることもできます。

販売価格 ￥7,800/m²

カラーバランス ミックス貼り

NEW
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サンライト
VGT-405.141

ソラー
VGT-405.252

アトミック
VGT-405.373

ジャングル
VGT-405.656

ボーン
VGT-405.839

サンド
VGT-405.847

マスティック
VGT-405.444

ブロッサム
VGT-405.484

アクアリウス
VGT-405.545

ロースト
VGT-405.859

チェストナット
VGT-405.878

オプティック
VGT-405.937

フィルタード
VGT-405.556

フレーム
VGT-405.565

エレクトリック
VGT-405.566

ニッケル
VGT-405.945

コンクリート
VGT-405.949

ベットロック
VGT-405.959

ナイトシェード
VGT-405.575

パンジー
VGT-405.641

トロピック
VGT-405.655

チタニウム
VGT-405.969

マグネテック
VGT-405.979

シャドウ
VGT-405.989

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。
　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然
な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 × 5 3.59 １ケース  （18 枚）【約5.02m²相当】 23.76 ￥7,800/m² ￥39,096/ケース

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎  duracolor®

 項目
パイル素材
Pile material duracolor® プレミアムナイロン

バッキング素材
Backing material Eco Flex NXT®

パイル長さ
Pile height 3.12㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 10.8 ステッチ

パイル形状
Structure ループパイル

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

ヘリンボーン流し貼り1/2 ズラシ貼り

軽 量
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シェアードパス

　　 アートスタイル

Art Style
アートスタイルの最大の特徴は、バリエーションの豊富さ。

シェアードパスとメタリックパスの組み合わせは、

ベーシックなシェアードパスにメタリック糸を織り交ぜたメタリックパスを散りばめることで床のグレード感をぐっと引き上げます。

販売価格 ￥6,800/m²

シェアードパス カデット（VBA-429.569）, メタリックパス カデットブレイズ（VBA-431.559）

メタリックパス

NEW

カデット
VBA-429.569

カデットブレイズ
VBA-431.559
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シェアードパス

ファローリフレクション
VBA-431.859

ファロー
VBA-429.853

プラチナム
VBA-429.924

プラチナムグレアム
VBA-431.929

エクル
VBA-429.958

エクルグリマー
VBA-431.939

スレート
VBA-429.959

スレートバースト
VBA-431.949

チャコール
VBA-429.989

チャコールスパーク
VBA-431.979

メタリックパス

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 ×約 5 3.59 １ケース  （12 枚）【約3.34m²相当】 18 ￥6,800/m² ￥22,728/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。
　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然
な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎 組み合わせ防 汚

 項目
パイル素材
Pile material カラースタンダード　SＤナイロン

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 1.98-2.15㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルパターンループ

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

ヘリンボーン流し貼り1/2 ズラシ貼り



21

　　 アートスタイル

Art Style
ライトグレーのプラチナムのベースにカラーを散りばめる組み合わせは、

部屋ごとに色を分けるなど、色の変化が必要な貼り分けをする現場におすすめです。

販売価格 ￥6,800/m²

NEW

シェアードパス プラチナム（VBA-429.924）, ディスラプティブ・パス ブルーダスク（VBA-430.915）
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プラチナム
VBA-429.924

メローイエロー
VBA-430.911

ディスラプティブ・パス

シェアードパス

オレンジクラッシュ
VBA-430.913

パープルダウン
VBA-430.914

ライムラッシュ
VBA-430.916

ブルーダスク
VBA-430.915

ピンクベリー
VBA-430.919

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 ×約 5 3.59 １ケース  （12 枚）【約3.34m²相当】 18 ￥6,800/m² ￥22,728/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。
　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然
な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

 項目
パイル素材
Pile material カラースタンダード　SＤナイロン

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 1.98-2.15㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルパターンループ

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎 組み合わせ防 汚

ヘリンボーン流し貼り1/2 ズラシ貼り
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　　 アートスタイル

Art Style
チャコールをベースとしたカラーを散りばめる組み合わせは、

シックな中に、カラーのスパイスを加えることができます。

販売価格 ￥6,800/m²

シェアードパス チャコール（VBA-429.989）, ディスラプティブ・パス チャコールスパーク（VBA-431.979）

NEW
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クリムソンフラッシュ
VBA-430.933

ネオンチトロン
VBA-430.931

チャコール
VBA-429.989

コットンキャンディ
VBA-430.944

パープルアッシュ
VBA-430.954

アボブパー
VBA-430.946

コスミックスカイ
VBA-430.955

ディスラプティブ・パス

シェアードパス

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 ×約 5 3.59 １ケース  （12 枚）【約3.34m²相当】 18 ￥6,800/m² ￥22,728/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は流
し貼り、1/2ズラシ貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。
　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然
な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

 項目
パイル素材
Pile material カラースタンダード　SＤナイロン

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 1.98-2.15㎜

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルパターンループ

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 炎 組み合わせ防 汚

ヘリンボーン流し貼り1/2 ズラシ貼り
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　　　 ナチュラル エアー

Natural Air
ナチュラルシリーズの中で一番人気の模様。

大理石のような模様が高級感にあふれています。

販売価格 ￥7,800/m²

ライトニング エアー（VM-7984.05）

NEW
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スモーキー エアー
VM-7984.01

ブルーラバ エアー
VM-7984.02

サブマージ エアー
VM-7984.03

ウィンター エアー
VM-7984.04

ライトニング エアー
VM-7984.05

サンダー エアー
VM-7984.06

クラウド エアー
VM-7984.07

ハジー エアー
VM-7984.08

オウタム エアー
VM-7984.09

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 × 7.14 3.59 １ケース（16 枚）【約4.46m² 相当】 15.52 ￥7,800/m² ￥34,752/ケース

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6.6　100％

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3.12mm

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure ループパイル

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は
1/3ズラシ貼り、流し貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。　●流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。製法上、柄は繋がりません。　●貼り方によって印象が大
きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過と共に解消しま
す。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品組み合わせ防 汚防 炎

ヘリンボーン流し貼り1/3 ズラシ貼り
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　　　 ナチュラル ファイヤー

Natural Fire
ナチュラルシリーズの中でもっとも模様がくっきりと表現されています。

他のナチュラルシリーズと組み合わせてポイント柄として使うと、よりデザインの幅が広がります。

販売価格 ￥7,800/m²

ライトニング ファイヤー（VM-7986.05）

NEW
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スモーキー ファイヤー
VM-7986.01

ブルーラバ ファイヤー
VM-7986.02

サブマージ ファイヤー
VM-7986.03

ウィンター ファイヤー
VM-7986.04

ライトニング ファイヤー
VM-7986.05

サンダー ファイヤー
VM-7986.06

クラウド ファイヤー
VM-7986.07

ハジー ファイヤー
VM-7986.08

オウタム ファイヤー
VM-7986.09

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 × 7.14 3.59 １ケース（16 枚）【約4.46m² 相当】 15.52 ￥7,800/m² ￥34,752/ケース

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6.6　100％

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3.12mm

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure ループパイル

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は
1/3ズラシ貼り、流し貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。　●流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。製法上、柄は繋がりません。　●貼り方によって印象が大
きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過と共に解消しま
す。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品組み合わせ防 汚防 炎

ヘリンボーン流し貼り1/3 ズラシ貼り
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　　　 ナチュラル アース

Natural Earth
縦、横、両方の流れを持つナチュラルアースのタイルに、

ナチュラルエアーのタイルを散りばめるとデザインのパターンが広がります。

販売価格 ￥7,800/m²

ライトニング アース（VM-7985.05）

NEW
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スモーキー アース
VM-7985.01

ブルーラバ アース
VM-7985.02

サブマージ アース
VM-7985.03

ウィンター アース
VM-7985.04

ライトニング アース
VM-7985.05

サンダー アース
VM-7985.06

クラウド アース
VM-7985.07

ハジー アース
VM-7985.08

オウタム アース
VM-7985.09

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 × 7.14 3.59 １ケース（16 枚）【約4.46m² 相当】 15.52 ￥7,800/m² ￥34,752/ケース

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6.6　100％

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3.12mm

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure ループパイル

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は
1/3ズラシ貼り、流し貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。　●流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。製法上、柄は繋がりません。　●貼り方によって印象が大
きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過と共に解消しま
す。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品組み合わせ防 汚防 炎

ヘリンボーン流し貼り1/3 ズラシ貼り
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　　　 ナチュラル ウォーター

Natural Water
水が流れるような横流れのデザインが美しいタイルカーペットです。

ナチュラルウォーターにナチュラルファイヤーを散りばめてもデザインのアクセントになります。

販売価格 ￥7,800/m²

ライトニング ウォーター（VM-7987.05）

NEW
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スモーキー ウォーター
VM-7987.01

ブルーラバ ウォーター
VM-7987.02

サブマージ ウォーター
VM-7987.03

ウィンター ウォーター
VM-7987.04

ライトニング ウォーター
VM-7987.05

サンダー ウォーター
VM-7987.06

クラウド ウォーター
VM-7987.07

ハジー ウォーター
VM-7987.08

オウタム ウォーター
VM-7987.09

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

304.8 × 914.4 × 7.14 3.59 １ケース（16 枚）【約4.46m² 相当】 15.52 ￥7,800/m² ￥34,752/ケース

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6.6　100％

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3.12mm

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 12 ステッチ

パイル形状
Structure ループパイル

制電性
Antistatic AATCC-134 3.5kv 以下

防炎性
Fire proof

ASTM E648-Class1
（日本の防炎性能試験は現在実施中）

品質特性

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は
1/3ズラシ貼り、流し貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。　●流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。製法上、柄は繋がりません。　●貼り方によって印象が大
きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過と共に解消しま
す。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品組み合わせ防 汚防 炎

ヘリンボーン流し貼り1/3 ズラシ貼り
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　　 フェーラー ファッション

Fehrer Fashion
白樺の樹皮からインスパイアーされて誕生しました。

点在する緑のポイントは新芽が萌え出てくる様子を表現しました。どこか懐かしさを感じるデザインです。

販売価格 ￥6,800/m²

ライトグリーン ライト（VR-08020.2A）, ライトグリーン ダーク（VR-08020.2B）, ライトグリーン ミドル（VR-08020.2C）

NEW
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ライトグリーン ライト
VR-08020.2A

ライトグリーン ダーク
VR-08020.2B

ライトグリーン ミドル
VR-08020.2C

ダークグリーン ライト
VR-08020.3A

ダークグリーン ダーク
VR-08020.3B

ダークグリーン ミドル
VR-08020.3C

ダークブルー ライト
VR-08020.4A

ダークブルー ダーク
VR-08020.4B

ダークブルー ミドル
VR-08020.4C

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

500 × 500 × 7.0 4 １ケース（20 枚）【約5m²相当】 24 ￥6,800/m² ￥34,000/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●貼り方に
よって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過
と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品3タイルシステム防 汚

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6 

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3-6.5 ｍｍ

パイル密度
Pile density 1/10 ゲージ× 10 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルループ

制電性
Antistatic AATCC-134

防炎性
Fire proof （日本の防炎性能は現在試験中）

品質特性
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　　 フェーラー ダンシング

Fehrer Dancing
水墨画をイメージして誕生しました。

上品な色彩で、時に荒 し々く、時に繊細なタッチを表現しました。

販売価格 ￥4,800/m²

ブラウン＆ベージュ ダーク（VR-07100.3A）, ダークグレー＆ブラック ダーク（VR-07100.4A）

NEW
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● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は
1/2ズラシ貼り、流し貼り、ヘリンボーン貼りもご使用いただけます。　●流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。製法上、柄は繋がりません。　●貼り方によって印象が大
きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過と共に解消しま
す。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

1ブラウン＆ベージュ ダーク
VR-07100.3A

2ブラウン＆ベージュ ミドル
VR-07100.3B

2ブラウン＆ベージュ ライト
VR-07100.3C

1ダークグレー＆ブラック ダーク
VR-07100.4A

2ダークグレー＆ブラック ミドル
VR-07100.4B

2ダークグレー＆ブラック ライト
VR-07100.4C

1ダークグレー＆グレー ダーク
VR-07100.6A

2ダークグレー＆グレー ミドル
VR-07100.6B

2ダークグレー＆グレー ライト
VR-07100.6C

1グレー＆ライトグレー ダーク
VR-07100.7A

2グレー＆ライトグレー ミドル
VR-07100.7B

2グレー＆ライトグレー ライト
VR-07100.7C

1/2 ズラシ貼り ヘリンボーン流し貼り

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

1 250 × 1000 × 6.5 4 １ケース（20 枚）【約4m²相当】 22.4 ￥4,800/m² ￥24,000/ケース

2 250 × 1000 × 7.5 4 １ケース（20 枚）【約4m²相当】 25.0 ￥5,800/m² ￥29,000/ケース

重 歩 行

ブレンドカラー

グリーン
購 入 法
適合商品

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6 

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3-5.5 ｍｍ

パイル密度
Pile density 1/10 ゲージ× 10 ステッチ

パイル形状
Structure 1マルチレベルループ  2マルチレベルループ カット

制電性
Antistatic AATCC-134

防炎性
Fire proof （日本の防炎性能は現在試験中）

品質特性
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　　   ミラー

Mirror
季節を映し出す鏡をテーマとしたコレクションです。

青をベースとした色は雪解けとともに水際に生命が戻る春を、赤をベースとした色は夏の情熱的な太陽を、

黄は実り豊かな秋を、黒は冬の静けさをイメージしました。

販売価格 ￥3,400/m²

バサ ダークグレー ベース（VR-19027.6D）,イエロー マクロ（VR-19027.2A）, グリーン マクロ（VR-19027.3A）

NEW
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組み合わせ

ライトブルー マクロ
VR-19027.1A

ライトブルー ミクロ
VR-19027.1B

レッド マクロ
VR-19027.4A

レッド ミクロ
VR-19027.4B

イエロー マクロ
VR-19027.2A

イエロー ミクロ
VR-19027.2B

ダークブルー マクロ
VR-19027.5A

ダークブルー ミクロ
VR-19027.5B

グリーン マクロ
VR-19027.3A

グリーン ミクロ
VR-19027.3B

バサ ライトグレー ベース
VR-19027.6C

バサ ダークグレー ベース
VR-19027.6D

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

250 × 1000 × 6.5 4 １ケース  （20 枚）【約5m²相当】 24.4 ￥3,400/m² ￥17,000/ケース

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●貼り方に
よって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過
と共に解消します。　●施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品防 汚

 項目
パイル素材
Pile material 原着ナイロン 6 

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3-5 ｍｍ

パイル密度
Pile density 1/12 ゲージ× 10 ステッチ

パイル形状
Structure マルチレベルループ

制電性
Antistatic AATCC-134

防炎性
Fire proof （日本の防炎性能は現在試験中）

品質特性
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　　 パントーン２

Pantone2
２８色をラインナップ。

貼り方によって、思いのままに空間デザインが楽しめます。

販売価格 ￥2,980/m²

ライトグレー（VR-2201.06S）, アイアンブルー（VR-2201.09S）, ネイビー（VR-2201.07S）

NEW
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パープル
VR-2201.22S

マゼンタ
VR-2201.27S

レッド
VR-2201.23S

レッドミックス
VR-2201.73S

ワインレッド
VR-2201.11S

アイアンブルーミックス
VR-2201.59S

アイアンブルー
VR-2201.09S

ネイビー
VR-2201.07S

ネイビーミックス
VR-2201.57S

ブルー
VR-2201.21S

アップルグリーンミックス
VR-2201.60S

ブラウン
VR-2201.01S

ターコイズ
VR-2201.25S

アップルグリーン
VR-2201.10S

ターコイズミックス
VR-2201.75S

ブラック
VR-2201.14S

ダークグレー
VR-2201.05S

チタニウム
VR-2201.04S

オレンジミックス
VR-2201.68S

ベージュ
VR-2201.03S

ブロンドミックス
VR-2201.62S

ブロンド
VR-2201.12S

オレンジ
VR-2201.18S

サンドベージュ
VR-2201.50S

ダークグレーミックス
VR-2201.55S

チャコールグレー
VR-2201.15S

ライトグレーミックス
VR-2201.56S

ライトグレー
VR-2201.06S

市松貼り 流し貼り

● 色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出すため施工前に数ケースを混ぜ合わせてから施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。　●施工は市
松貼り、流し貼りどちらでもご使用いただけます。　●流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。製法上、柄は繋がりません。　●貼り方によって印象が大きく違いますので、
施工前に貼り方を必ずご確認ください。　●施工直後、色むらに見えることがありますが、これはパイルの段差やパイルの倒れ具合の差によるもので時間の経過と共に解消します。　●施工後、柄
の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。　●カット部分はパイル方向や傾斜によって多少の色差が生じます。

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格

500 × 500 × 5 4 １ケース（20 枚）【約5m²相当】 20 ￥2,980/m² ￥14,900/ケース

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品組み合わせ防 汚

 項目
パイル素材
Pile material 原着ポリプロピレン

バッキング素材
Backing material PVC バッキング

パイル長さ
Pile height 3-4 ｍｍ

パイル密度
Pile density 1/10 ゲージ× 10 ステッチ

パイル形状
Structure ループパイル

制電性
Antistatic AATCC-134

防炎性
Fire proof （日本の防炎性能は現在試験中）

品質特性
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● 結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに
換気をするなど、結露を防ぐ工夫をしてください。

● ゴム製品や家具などの保護用ゴム材、塗料、防腐剤、殺虫剤、消臭剤などによっ
て、タイルカーペットが汚染され変退色をまねく恐れがあります。

● 湿気が低いと静電気が発生しやすくなります。加湿器を使用するなど、湿度調

整を行ってください。

■メンテナンスについて
● 汚れに応じて水または温水で湿らせたタオル等で汚れ部分をたたくようにして

汚れを取り除いてください。こすらないようにご注意ください。それでも落ち
ない場合は、カーペット用の中性洗剤をご使用の上、たたくように拭き取って
ください。その後で洗剤を残さぬよう、かたく絞ったタオルで水拭きしてくだ
さい。塩素系の溶剤はパイルが変褐色する恐れがあるので、ご使用を避けてく
ださい。尚、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。

● 汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除
去しにくくなります。

●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。

カーペットタイル取扱上のご注意

■選択・施工上のご注意
● 歩行マークは歩行頻度に関する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットを

お選びください。なお、ピンヒールシューズはカーペットにより負荷をあたえ
ますので、商品の選択には、十分ご注意ください。

●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
● カーペット（特にタフテッドカーペット）は巾方向に若干の蛇行が見られます。

織り構造の商品の持つ製法上の特性としてご理解ください。
● 下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後

に剥がれや臭気が発生する恐れがあります。
●写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
● 柄物（ストライプ含む）の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異

なりますので柄は合いません。
● 歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットタ

イルをお選びください。
● 梱包ケ一スに記載されている品名・色番・ロット・数量をこ確認の上、施工を

開始しくてださい。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
● 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合に

よるものであり、徐々に解消されます。
● 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してくださ

い。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などを招く
場合があります。

● コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率 8% 以
上）があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコール
系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高い
場合は充分乾燥させてください。

● 目地にパイルを挟まないようにこ注意ください。目地隙や段差の原因となりま
す。

●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
● 推奨施工方法以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。

施工前に必ずこ確認ください。
●  流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替

えてください。
● オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけ

やすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
● タイルカーペットは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上

げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激
な環境変化のないようにしてください。

■保管上のご注意
● 運搬途中では折らないでください。折れジワが残ったり、施工後の「伸び」の

原因となる可能性があります。
● カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してくだ

さい。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変形・変色・変質・

汚染・パイルの損傷の原因となります。

■使用上のご注意
● タイルカーペットの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してく

ださい。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転
ぶ可能性があります。

● ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カー
ペットタイルが汚染され変褪色をまねく恐れがあります。

● 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やバッキング部
分の損傷の原因となります。

● 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カー
テン、ブラインドなどで日よけしてください。

● 素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は、臭いが発生しやす
いので換気を心掛けてください。

●パイルがほつれた場合、ほつれの伝染を防ぐためにもすぐにハサミでカットし
てください。
●巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過とともに解消します。
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お客様のご都合により国内または海外航空便を使用した場合、航空運賃
を別途実費請求させていただきます。

運送会社・海運会社の都合、天候不順、交通事情その他の事情により、
商品の到着、発送スケジュールは変更となる場合があります。
降雪、地震、暴風、戦争、火災、船会社の倒産等により商品の配送が
遅れたとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたる
かについては、その該当事項の発生内容により判断されます。

商品の梱包材や段ボール・パレットなどの廃材はお客様の方での処分を
お願いいたします。パレットは、岩井物流センターへご持参いただいた
場合は、お引き取りいたします。

■施工・使用上のご注意
床材につきましては、仕上がりにご満足頂くために必ず仮並べをして
から施工してください。

各商品毎に記載の施工方法等の注意書きをよくお読みの上、事故の未然
防止のためにも正しい施工方法をお守りください。

弊社は、お客様又は第三者 ( 当社がお客様から施工を請負い、第三者へ
施工を再委託した場合を除く ) が行った施工により商品に暇疵が生じた
場合は、その責任を負いません。

弊社は、商品の施工方法 ( 以下「施工方法」) をウェブサイト・カタログ
等で公開し、又はお客様若しくは施工業者へ開示する場合がありますが、
これは施工方法に従えば商品の施工において何ら問題が生じないことを
保証するものではありません。

■返品
「届いた商品がイメージと違う」「注文する商品または数量を間違えた」
「使用する商品が変更になった」など、お客様都合での返品や交換および
返送はお受けいたしかねます。また、各商品特有の色幅や基準範囲内で
のサイズ寸法の誤差、ロット違いの色・サイズの差による返品・交換も
お受けいたしかねます。ご注文前にショールームまたはカットサンプル
での現物確認をお願いいたします。

お買い上げ頂いた商品に引渡しの時点で傷・破損・汚損・故障等の
不良（以下「不良」 ）がある場合を除き、弊社は返品・交換を受け付け
いたしません。

商品の不良を理由とする返品・交換をご希望のお客様は、予め弊社まで
ご連絡頂きますようお願いいたします。ご連絡のあった後、弊社は前項
及び次の条件を全て満たす場合に限り、返品・交換を承ります。

1. 商品の受取当日含め 3 日以内に、お客様からの返品・交換のご連絡が
あったこと

2. 弊社が写真、現物確認等により商品の状況を確認可能なこと

3. 弊社が商品の状況を確認後、不良があると判断したこと

本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断り
いたします。

お願いとご注意 カタログを正しくご利用頂くために
必ずご覧ください。

■価格について
 • 表示価格は販売価格になります。一部商品のみ実費価格となります。

 • 販売価格は 2019 年 11 月1日現在のものです。

 • 販売価格には、施工費、加工費、取付費、搬入費および運賃は
含まれておりません。運賃は別途請求となります。

 • 販売価格には、消費税は含まれておりません。消費税は別途加算と
なります。

 • 商品により仕様や価格など予告なく変更する場合があります。そ
のため最新の情報は当社ウェブサイトでご確認いただくか、当社
営業所までお問い合わせください。

■商品ご選定の際は
カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なることが
ございます。
ご注文前に、アドヴァンショールームにて実際の商品をご確認いただく
ことをお勧めいたします。一部商品については、カットサンプルをご用意
しております。 カットサンプルはホームページからご請求いただくか、
弊社担当者までお問い合わせください。（一部有償）

石材、フローリング、ウッドデッキ等の天然素材の商品は、ロットごと
に色調、模様などにばらつきがあり、カタログ掲載商品とは微妙に異
なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであること
は保証しかねますので、予めご了承ください。

商品によって、その特長・機能は異なります。分かりやすいようマーク
等を表示しておりますので、商品選定の際にはご参考ください。安全に
お使いいただくために、商品説明をよく読み、用途にあった適切な商品
をお選びください。また、アドヴァンは適材適所の商品をご提案したい
と考えております。ご不明点等がございましたら、何なりと営業担当者
までお問い合わせください。

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文
とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されること
がございますのでご了承ください。

商品によっては、カタログ掲載以外の特注サイズ・加工もご注文いただ
けます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。

受注生産品については納期・最少受注単位にご注意ください。

カタログ掲載商品は一部を除き、常時在庫を原則としておりますが、大
量注文や諸事情により一時的に品切れを生じることがあります。ご検討
の際は、必ず弊社まで在庫と納期をご確認のうえ、早めのご注文をお願
いいたします。

掲載商品は 2019 年 6 月 1 日現在のものです。各種事情により、予告な
しにサイズなどの仕様変更および製造中止による品切れ等がある場合も
ございますので、予め弊社営業担当者にご確認ください。

建築基準法・消防法などの法令によって、使用方法ならびに使用場所に
制限があります。ご注文前に各法令法規をご確認ください。

■配送について
お届けは原則として車上渡しとなります。物件内への搬入は行いません
のでご了承ください。必ず荷受人様の手配をお願いいたします。

商品が施工・設置場所まで搬入できるか、ご注文前に搬入経路をご確認
ください。
商品到着時に、間違いがないか必ず商品のご確認をお願いします。万一破
損していた場合は商品受取当日中に配送係の者に申し出ていただくか、
商品受取当日含め 3 日以内に弊社へのご連絡をお願いいたします。瑕疵・
商品違いについては商品受取当日含め 3 日以内に弊社までご連絡くださ
い。状況に応じて適切な対応をさせていただきます。上記期日以降の
破損、瑕疵、品違いのご連絡については、対応できかねますので予めご
了承願います。



Showroom Information ショールーム案内

■東京ショールーム
業界最大級
圧倒的広さと 20,000 点の商品・施工例

〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14
TEL 03(3475)0194   FAX 03(3475)0245

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 19：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有
車高：1550㎜以内
全長：5050㎜以内
全幅：1850㎜以内
重量：1700㎏以下

できるだけ
ご予約をお願い致します

■大阪ショールーム
西日本業界最大級
5,000㎡の圧倒的広さ

〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12
TEL 06(6245)0573   FAX 06(6245)0976

できるだけ
ご予約をお願い致します

できるだけ
ご予約をお願い致します

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 19：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有
車高：1570㎜以内
全長：4900㎜以内
全幅：1950㎜以内
重量：1700㎏以下

■名古屋ショールーム
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18
TEL 052(485)9200   FAX 052(485)9205

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 19：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有 車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム 土曜のみ
ご予約をお願い致します

〒 812-0025
福岡県博多区店屋町 6-18 ランダムスクエア 1 階

〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-19-27 ミルコ那覇ビル 1 階

TEL 092(291)1011   FAX 092(291)0240 TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728
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SR 営業詳細は
HP よりご覧ください




