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Cozy Space　P75-86
くつろぎ空間

For Little Kids　P87-94
小さなお子様のために

Cafeteria, Office Kitchen　P61-74
社員食堂 , オフィスキッチン
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■フロアジャンボタイル

■ボブテックスフロア

■ボロン

■複層ビニル床タイル

■アコースティックラバーシート

床

ワーキングスペース

■コンクリエイト

■ソーホーブリック

壁
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W
orking Space

VIP M
eeting Room

C
afeteria,O

ffice Kitchen
C
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For Little Kids

M
ethod & Reference

Floor Jumbo Tile
常識を超えたサイズでオフィスを変える
フロアジャンボタイルは、置敷き施工で改装が多いオフィスなどに簡単に施工できます。

WAX 不要で日々のメンテナンス、キャスター性にも優れ、レイアウト変更もゾーニング

も自由自在です。 株式会社オンデーズ オフィス
フォルテ P FA ダークグレー（PFT-3003M9L）

W
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Floor
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Point 特 性

フロアジャンボタイル Ⓡ

トップフィルムが厚いのでプリントフィルムが削れにくく、傷

がつきにくいです。

マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワッ

クスをかける必要がありません。
＊汚れの状況によってはワックスメンテナンスの実施をおすすめします。

防炎性能試験番号：E1180260

天然石や天然木の質感にこだわりました。エンボス加工に

よりリアルな質感を再現。

オフィスのレイアウト変更や改修工事の時も貼り替えが素

早くできます。

施 工 が 簡 単です。 下地 の デコボコを拾 い にくい ので、

既存床や二重床に最適。

超大判サイズで素材感を余すところなく表現。

オフィスの床を広く見せる事が出来ます。

高いデザイン性と
リアルな質感

置 敷き施 工が 可能だから
レイアウト変 更も自由自在

安心 の 5 m m 厚だから
二 重 床や既 存床に最 適

マット PU
WAX FREE5.0㎜ 5.0㎜傷がつきにくい

5.0㎜

5.0㎜

耐キャスター性 清 掃 性常識を超える
超 大判サイズ

オフィスチェアやスーツケースのキャスターも滑らかに走行し、

抜群の耐久性により長らく安心してご使用になれます。

掃除機やドライモップなどで簡単に清掃できます。

5.0㎜

5.0㎜

下地の段差

下地の隙間

＊表面・体積抵抗値は測定値であり保証値を示すものではありません。

914.4 ㎜

914.4 ㎜

500㎜

通常サイズ

フロアジャンボタイル

500㎜

プリントフィルム

PVCバッキング

トップフィルム
 0.5 mm/0.7 mm

（透明層）

5mm

マットPUコーティング

お客様の声

オフィスの改装を9カ月前にしました。コストが安いカー

ペットタイルにしようかと悩みましたが、フロアジャンボ

タイルを選びました。

今までのカーペットタイルと比べ、コーヒーやお茶など

のシミができないので社員の清掃時間もぐっと短縮し、

清潔感のあるオフィスに生まれ変わりました。

ランニングコストが下がるだけでなく、床を貼り変えた

だけで、ストレスもなくなり、社員が健康的になりみん

な喜んでいます。

オフィス改装をした法人様の声

今回、オフィス全床にフロアジャンボタイルを採用してみたところ、歩

行感がよくキャスター性もよいので、スタッフが活発にオフィス内を移

動するようになり、会社が活性化した！との声をいただきました。

ABW（アクティビティ・ベースド・ワーキング）というワークスタイル

が、グローバル企業を中心に採用されるケースが増えてきました。オ

フィスの内外を問わず、働く時間や場所を選べるので、自由な働き方

に惹かれて優秀な人材が集まりやすいというメリットがあるようです。

日本でも、「フリーアドレス」という概念があり、働く場所を自由に選

択することで、効率があがるという考え方が浸透しています。

その結果、従来とは大きく変わる働き方ができるオフィスを設計して

ほしい…そういったお客様の要望が増えてきました。今後は、ボブテッ

クスやボロンといった他素材とも組みあわせて、ミーティング・スペー

スやブレイクアウト・スペースといったゾーニングを明確に打ち出せる

オフィス設計を試みたいと考えています。

オフィス設計事務所様の声

品質特性

試験項目 試験方法 試験結果
硬さ試験 JIS A6519 148G

すべり値 JIS A1454（水 + ダスト） 0.43

表面抵抗率（Ω） JIS A16911-1995 1.4 × 1015

体積抵抗率（Ω） JIS A16911-1995 3.4 × 1015

帯電性 JIS A1455 0.7

防火性 防火性能試験番号 E1180260

置敷きビニル床タイルFOA
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914.4mm

152.4
mm

　 　 　フロアジャンボタイル®木目調　ミストウッド P FA

Misto Wood P FA
販売価格 ￥4,680/m²

天然木の質感をそのままに。
さまざまな木目柄をミックスさせました。5㎜厚でオフィスや店舗などの 2 重床の上でも安心してご使用出来ます。

厚さ5.0㎜

ミストホワイト (PMS-3601M915L)

NEW

フリーアクセスフロア対応

W
orking Space

VIP M
eeting Room

C
afeteria,O

ffice Kitchen
C

ozy Space
For Little Kids

M
ethod & Reference

ミスト グレー
 PMS-3605M915L

ミスト ナチュラル
 PMS-3603M915L

ミスト ブラウン
 PMS-3604M915L 

ミスト ホワイト
 PMS-3601M915L 

ミスト ベージュ
 PMS-3602M915L

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） ケース当 m² ケース重量（kg） 販売価格 販売価格（ケース）
152.4 × 914.4 × 5 7.18 12 約 1.67 16 ￥4,680/m² ￥7,812   

● 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をしてください。
● 駅などのコンコース、百貨店のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。● 床暖房下地への施工は
お避けください。● マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワックスをかける必要がありません。汚れの状況に
よってはワックスメンテナンスの実施をおすすめします。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

厚さ5.0㎜
マットPU
WAX不要

トップフィルム

0.5㎜ ブレンドカラー

４方
面取り

重 歩 行 グリーン
購 入 法
適合商品

断
面
図

トップフィルム0.5mm
（透明層）

5.0mm
プリントフィルム

PVC バッキング

工　法 下地 接着剤

一般工法
モルタル・コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐湿工法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床
ピールアップアドボン

（AB-700P）

施
工
方
法

置敷き

W
all

Floor
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　 　フロアジャンボタイルⓇ コンクリート調　フォルテ P FA

Forte P FA
全てのカラーで
施工例チェック

株式会社アドヴァン オフィス
ダークグレー（PFT-3003M9L）

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
914.4 × 914.4 × 5 1.2 １ケース（4枚）【約3.33m²相当】 31 ￥4,880/m² ￥16,264/ケース

●

●

●

ホワイト
PFT-3001M9L

グレー
PFT-3002M9L

ダークグレー
PFT-3003M9L

４方
面取り厚さ5.0㎜

重 歩 行マットPU
WAX不要

トップフィルム

0.7㎜ ブレンドカラー

グリーン
購 入 法
適合商品

置敷き

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・コンクリート下地
（含水率 8％以下）

アクリルアドボン（AB-300A）

耐湿工法 ウレタンアドボン（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

● 本物の質感を再現するため、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。 ● 駅などのコンコース、百貨店
のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワックスをかける必要がありません。汚れの状況によって
は、ワックスメンテナンスの実施をおすすめします。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

プリントフィルム

PVC バッキング
5.0mm

断
面
図

トップフィルム 0.7mm（透明層）

914.4mm

914.4
mm

岩

岩

岩

今、最も注目を集めるコンクリート調。表面のエンボス加工にこだわり、リアルな質感を再現しています。

外資系オフィスをはじめとする様々な空間で採用されています。

マイルドな印象のホワイト、ハードな印象のグレーとダークグレーの 3 色を展開。

粗い色むらが、コンテンポラリーでドラマティックな印象を生み出します。

販売価格 ￥4,880/m²

フリーアクセスフロア対応

新建材　置敷きビニル床タイルFOA
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orking Space
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eeting Room
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M
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　 　フロアジャンボタイルⓇ コンクリート調　スタジオズ P FA

Studios P FA
グレー（PSD-5503M9L）

全てのカラーで
施工例チェック

近年のトレンド、コンクリートをオマージュしたコンクリート調タイル。コンクリートの色幅を忠実に再現。

表面のエンボス加工にこだわり、リアルな質感を再現しました。

エレガントなホワイトとベージュ、アンティーク感溢れるブラウン、ラグジュアリーなブラックまで 5 色を展開。

あえて控えめに色むら感を出すことで、長く飽きのこないデザインに仕上げました。

販売価格 ￥4,880/m²

フリーアクセスフロア対応 サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
914.4 × 914.4 × 5 1.2 １ケース（4枚）【約3.33m²相当】 31 ￥4,880/m² ￥16,264/ケース

４方
面取り厚さ5.0㎜

重 歩 行マットPU
WAX不要

トップフィルム

0.7㎜ ブレンドカラー

グリーン
購 入 法
適合商品

置敷き

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・コンクリート下地
（含水率 8％以下）

アクリルアドボン（AB-300A）

耐湿工法 ウレタンアドボン（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

● 本物の質感を再現するため、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。 ● 駅などのコンコース、百貨店
のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワックスをかける必要がありません。汚れの状況によって
は、ワックスメンテナンスの実施をおすすめします。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

プリントフィルム

PVC バッキング
5.0mm

断
面
図

トップフィルム 0.7mm（透明層）

ホワイト
PSD-5501M9L

グレー
PSD-5503M9L

ブラック
PSD-5505M9L

ベージュ　　　　　
PSD-5502M9L

ブラウン　　　　　
PSD-5504M9L

914.4mm

914.4
mm

岩

岩

新建材　置敷きビニル床タイルFOA

W
orking Space

VIP M
eeting Room

C
afeteria,O

ffice Kitchen
C

ozy Space
For Little Kids

M
ethod & Reference
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　 　フロアジャンボタイルⓇ 石目調　ライムズ P FA

Limes P FA
ライトグレー（PLT-2802M9L）

ライムストーンの柔らかな風合いそのままに、天然石の細かい柄まで鮮やかに再現。

創業以来 50 年以上にわたり、世界の天然石材を扱ってきたアドヴァンだからこそ実現できた石目調塩ビタイル。

ナチュラルな風合いが、心地よいオフィス空間を優しく演出してくれます。

販売価格 ￥4,880/m²

フリーアクセスフロア対応 サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
914.4 × 914.4 × 5 1.2 １ケース（4枚）【約3.33m²相当】 31 ￥4,880/m² ￥16,264/ケース

４方
面取り厚さ5.0㎜

重 歩 行マットPU
WAX不要

トップフィルム

0.7㎜ ブレンドカラー

グリーン
購 入 法
適合商品

置敷き

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・コンクリート下地
（含水率 8％以下）

アクリルアドボン（AB-300A）

耐湿工法 ウレタンアドボン（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

● 本物の質感を再現するため、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。 ● 駅などのコンコース、百貨店
のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワックスをかける必要がありません。汚れの状況によって
は、ワックスメンテナンスの実施をおすすめします。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

プリントフィルム

PVC バッキング
5.0mm

断
面
図

トップフィルム 0.7mm（透明層）

ホワイト
PLT-2801M9L

グレー
PLT-2803M9L

ブラック
PLT-2805M9L

ライトグレー
PLT-2802M9L

ブラウン
PLT-2804M9L

914.4mm

914.4
mm

岩岩

新建材　置敷きビニル床タイルFOA

W
orking Space

VIP M
eeting Room

C
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株式会社オンデース オフィス
パーケットウッド P FA アーモンド（PAW-9001M9L）　フォルテ P FA ダークグレー（PFT-3003M9L）

アーモンド
2 PAW-9001L915

ウォルナット
2 PAW-9002L915

ダークブラウン
2 PAW-9003L915

寄せ木張りフローリングは、伝統を重んじるヨーロッパで愛されてきた技法。

アドヴァンのパーケットウッド調タイルは、温かみのあるオーク材の古木をモチーフに、

表面のエンボス加工と最新のプリント技術で天然木本来の魅力を再現しました。

販売価格 ￥4,680/m² 〜

フリーアクセスフロア対応

　 　フロアジャンボタイルⓇ 木目調　パーケットウッド  P FA

Parquet Wood P FA

アーモンド
1 PAW-9001M9L

ウォルナット
1 PAW-9002M9L

ダークブラウン
1 PAW-9003M9L

914.4mm 914.4mm

914.4
mm

152.4
mm

置敷きビニル床タイルFOA

４方
面取り

厚さ5.0㎜

重 歩 行

マットPU
WAX不要

トップフィルム

0.5㎜ ブレンドカラー

グリーン
購 入 法
適合商品

置敷き

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・コンクリート下地
（含水率 8％以下）

アクリルアドボン（AB-300A）

耐湿工法 ウレタンアドボン（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

● 本物の質感を再現するため、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。 ● 駅などのコンコース、百貨店
のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワックスをかける必要がありません。汚れの状況によって
は、ワックスメンテナンスの実施をおすすめします。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

プリントフィルム

PVC バッキング
5.0mm

断
面
図

トップフィルム 0.5mm（透明層）

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
1 914.4 × 914.4 × 5 1.2 １ケース（4枚）【約3.33m²相当】 31 ￥4,880/m² ￥16,264/ケース

2 152.4 × 914.4 × 5 7.18 １ケース（12枚）【約1.67m²相当】 16 ￥4,680/m² ￥7,812/ケース

新建材　置敷きビニル床タイルFOA

W
orking Space

VIP M
eeting Room

C
afeteria,O

ffice Kitchen
C

ozy Space
For Little Kids

M
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ロッキーホワイト（PPW-3001M212L）

ロッキー　ホワイト
PPW-3001M212L

リアノスベージュ
PPW-3002M212L

グレージュ
PPW-3007M212L

ネイプルグレー
PPW-3004M212L

ローランブラウン
PPW-3003M212L

1219.2mm

184.2
mm

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
184.2 × 1219.2 × 5 4.45 １ケース（8 枚）【約1.80m²相当】 16 ￥4,680/m² ￥8,408/ ケース全てのカラーで

施工例チェック

フランス産オークを特殊技術でエイジングした最高級フローリングを再現。

最新のプリント技術をつかって素材感をあますところなく再現しました。

1 枚が 1219.2mm と超ロングサイズだからこそのグレード感溢れる商品となっています。

販売価格 ￥4,680/m²

フリーアクセスフロア対応

　 　フロアジャンボタイルⓇ 木目調　フォレスター P FA　

Forester P FA

新建材　置敷きビニル床タイルFOA

４方
面取り厚さ5.0㎜

重 歩 行マットPU
WAX不要

トップフィルム

0.5㎜ ブレンドカラー

グリーン
購 入 法
適合商品

置敷き

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・コンクリート下地
（含水率 8％以下）

アクリルアドボン（AB-300A）

耐湿工法 ウレタンアドボン（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

● 本物の質感を再現するため、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。 ● 駅などのコンコース、百貨店
のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● マット調ポリウレタンコーティングが施してあるので、ワックスをかける必要がありません。汚れの状況によって
は、ワックスメンテナンスの実施をおすすめします。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

プリントフィルム

PVC バッキング
5.0mm

断
面
図

トップフィルム 0.5mm（透明層）

岩

岩
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Bobtex Floor
カーペットと硬質床材両方の良さを兼ね備えた繊維系床材
毎日の汚れに強く、歩行性やキャスター性に優れているので、オフィスの床材にぴったり。

水洗いも可能で、防炎性もあるので飲食店にもおすすめです。

™️

学生ラウンジ Campus Plus 　東京都千代田区
設計：oriharamiki design office　撮影：©︎Nacása&Partners Inc.  FUTA Moriishi

ボブテックスフロアウッド　ライトブラウン（BX-1757.011）ブラック（BX-1701.004）

W
all

Floor
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一般的なタイルカーペット
パイルが入り組んでいるので汚れが取りにくい。
奥まで入り込んでしまいます。

Point 特 性

ボブテックス フロア TM

６つの優れた特性

安心の 5mm 厚だから
二重床や既存床に最適

置敷き施工が可能だから
レイアウト変更も簡単

貼り合わせによる
ゾーニングも自由自在

⑴約 8000 万本 /m² の超高密度パイル
⑵パイルにはナイロン 6.6 を 100% 使用。
⑶パイルは短いカット型なので、
　汚れが奥まで入りにくく清掃が簡単です。

一般的なタイルカーペット
パイルが入り組んでいるので汚れが
奥まで入り込んでしまいます。

①防汚性
ゴミが入り込みにくく、清潔に保つこと

ができます。

施工が簡単です。下地のデコボコを拾いに

くいので、既存床や二重床に最適。

④高撥水性
染みを防ぐため、表面に撥水・撥油処理

がされています。更にバッキングが防水性

のため、水が染み込みません。水洗いメ

ンテナンスも可能。

②吸音性
高密度植毛が優れた吸音 性を実現し、

音の反響を低減します。

レイアウト変更や改修工事の時も貼り替

えが素早く出来ます。下地のデコボコを拾

いにくいので、既存床や二重床に最適。

⑤耐キャスター性
高密度かつ平滑な表面なのでキャスター性

に優れています。オフィス・ホテル・教育

施設・病院・福祉施設等のフロアにも最適。

③耐摩耗性
優れた耐久性と復元性を備えました。

歩行量の多い箇所でも、パイルのちぎれや

損傷を防ぎます。ハイヒールの傷も残りま

せん。

弊社商品フロアジャンボタイルと併用可

能。厚みが同じなので貼り分けも自由に選

べます。

⑥タバコの焦げ跡が付きにくい
特殊な技術により、火のついたタバコを上

に置いたとき焦げるまでの時間が一般的な

カーペットと比べて10倍長くなっています。　
※焦げ跡は付きます。使用場所にはご注意ください。

超 高密度パイル

30秒でわかる
ココがすごい！

「ボブテックスの
　メンテナンス動画」

お客様の声

社員用のメイン通路で使用しましたが、歩行感が良く歩

いていても疲れず、キャスター性も良いので重い荷物の

台車を運んでもスムーズでした。

吸音性にも優れているのでヒールの音など気になりませ

ん。

オフィス改装をした法人様の声

「障がい者雇用促進法」で、民間・行政機関に対し、一定の割合

以上の障がい者を雇うよう義務付けられています。わが社では、社

会貢献になるならと法令制定以前からハンディキャップのある方を積

極的に雇用してきて、大きな戦力になってくれています。だから、車い

すのスタッフや足の悪いスタッフがスムーズに働けて、かつデザイン

性のよいオフィスに改装したいと以前から考えてきました。

今回、思い切って事務所の床をボブテックスフロアウッドに全面改

装したところ、とても明るくカフェのような雰囲気にかわり、驚きました。

キャスター性が良く、車椅子のスタッフも喜んでいます。汚れにくい

素材なのでメンテナンスも簡単で大満足です。思い切って良かったです。

会社経営者様の声

バッキング：防水P.V.C

5.0
㎜

ナイロン6.6

2.0
㎜

3.0
㎜

5.0㎜

防炎性能試験番号：E1160174

ボブテックスフロア
（5mm 厚）

フロアジャンボタイル
（5mm 厚）

下地の段差

下地の隙間

抗菌性が高く安心
試験方法　JIS Z2801

抗菌活性値 2.0 以上では、試験結果で菌の数が 1% 以下に減

少しています。

抗菌活性値
黄色ぶどう球菌　＞ 4.6
大腸菌　　　　　＞ 6.0

品質特性

試験項目 試験方法 試験結果

硬さ試験 JIS A6519 130G

すべり値 JIS A1454（水 + ダスト） 0.66

帯電性 JIS A1455 0.8

防炎性 防炎性能試験番号 E1160174

新建材　高密度ナイロンカーペット
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住商アーバン開発株式会社 本社ビル　
設計施工：株式会社乃村工藝社

ダークグレー（BX-1901.002）

● 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。

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（16枚）【約4m²相当】 21 ￥6,850/m² ￥27,392/ケース

全てのカラーで
施工例チェック

ライトグレー
BX-1901.001

ダークグレー
BX-1901.002

ブラック
BX-1901.003

500mm

500
mm

防炎性能試験番号：
E1160174

市松貼り 流し貼り

※柄はつなが
　りません。

5.0
mm

2.0
mm

3.0
mm

バッキング：防水 P.V.C

ナイロン 6.6

厚さ5.0㎜
ブレンドカラー

工　法 下地 接着剤

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

規
格

断
面
図

貼
り
パ
タ
ー
ン

パイル繊維 ナイロン 6.6

基布 グラスファイバー

バッキング 防水 P.V.C

パイル密度 約 8,000 万本以上／ m²
毎日の汚れと磨耗に強く、クッション性に優れたボブテックスに石目調が新登場。

スイスで採掘される美しいグレーの大理石を再現しました。

従来、ナイロンカーペットのプリントは非常に難しいとされてきましたが、最新技術を使って、

自然の色そのままにダイナミックに流れる美しい石目模様が生まれました。　

販売価格 ￥6,850/m²

　 　ボブテックス フロアTM ストーン

Bobtex FloorTM Stone

岩

岩

新建材　高密度ナイロンカーペット
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大豊ビル オフィス 東京都中央区
設計：大豊建設株式会社 一級建築事務所 , 株式会社コスモスモア

ダークブラウン（BX-1757.012）

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
250 × 1000 × 5 4 １ケース（16枚）【約4m²相当】 21 ￥6,780/m² ￥27,120/ケース

クリーム
BX-1757.009

ライトブラウン
BX-1757.011

ダークブラウン
BX-1757.012

ダークグレー
BX-1757.060

ライトグレー
BX-1757.230

1000mm

250
mｍ

やわらかな天然木の風合い×機能性

メンテナンス性に優れた機能性新素材ボブテックスに木目調が新登場。フランス産オークを特殊技術で

エイジングした最高級フローリングを再現しました。最新技術を使って実現した自然の色そのままに

やわらかな天然木の風合いが、オフィスに自由な発想をもたらしてくれます。

販売価格 ￥6,780/m²

　 　ボブテックス フロアTM ウッド

Bobtex FloorTM Wood

● 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。

防炎性能試験番号：
E1160174

5.0
mm

2.0
mm

3.0
mm

バッキング：防水 P.V.C

ナイロン 6.6

厚さ5.0㎜
ブレンドカラー

工　法 下地 接着剤

ピールアップ工法 スチールの二重床 ピールアップアドボン（AB-700P）

施
工
方
法

規
格

断
面
図

貼
り
パ
タ
ー
ン

パイル繊維 ナイロン 6.6

基布 グラスファイバー

バッキング 防水 P.V.C

パイル密度 約 8,000 万本以上／ m²

岩

ヘリンボーン貼り流し貼り
（ウマ貼り）

新建材　高密度ナイロンカーペット
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スウェーデンの伝統美が産んだビニル織り物でオフィスの床を彩る
オフィスで一番重要なのは、床材のデザインです。

ボロンは豊富なデザインだけでなく、踏み心地やキャスター性に優れています。

毎日過ごすオフィスが楽しくなるような床材です。
株式会社アドヴァン 東京本社 オフィス

W
all

Floor
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M1-EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

フィンランドの民間認証機関。化学物質の低排出の建材に
与えられる認証（同国の建材や室内環境の基準による）。

ECOPRODUCT-FOR ENVIRONMENTALLYFREINDLYPRODUCTS

ノルウェーのビルディングセンター等が発行する環境に
やさしい建材についての認証。

置敷き施工が可能だから
レイアウト変更も簡単

レイアウト変更や改修工事の時も貼り替え
が素早く出来ます。下地のデコボコを拾
いにくいです。

ペットと働くオフィスにも人気

・爪で引っ掻いてもほつれません。
・程よいグリップがあるので腰に負担がかかりません。
・うっかり粗相をしても汚れが染み込みません。

Point 特性

ボロン

世界のオフィス実績105社が1度にチェッ
クできます。（アメリカ・ヨーロッパ・オース
トラリア・アジア）

世界中のオフィスで
使用されています

ペットフレンドリー世界のオフィス施工実績(105社)

オフィスチェアやスーツケースのキャスター
も滑らかに走行し、抜群の耐久性により
長らく安心してご使用になれます。

耐キャスター性耐久性・耐摩耗性

カーペットと比較

テイバー試験（荷重1kg）を行い、各回転数ごと
の表面の摩擦具合を比較したところ、カーペット
は1000回転目でほぼへたってしまいますが
ボロンは3000回転までほぼ変わりません。

ワックスがけが不要なので、メンテナンス
コストの軽減となることはもちろん、環境
への配慮にもなります。

ワックスフリー

防汚性

シミになりにくく、濡れ雑巾などで簡単に
拭き取れます。ホコリやゴミが入りにくい
ので掃除機で簡単に清掃できます。

防炎性能試験番号：E1180253

ECO

ボロンは 33%
リサイクル素材を
使用しています。

ボロンは世界中で15の環境認証、健康認証を受けています。

世界が認める北欧の優しさ

FLOORSCORE - THE INDUSTRY 
STANDARDS FOR INDOOR AIR QUALITY

米国の（弾力性がある）床材機構（RFCI) の認定の認証機
関 SCSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰﾋﾞｽによる認証。揮発性の有機化合物濃
度が一定（0.5ｍｇ/㎥）以下との認証。

BASTA-NO DANGEROUS SUBSTANCES 
IN CONSTRUCTION PRODUCTS

BASTAは、スエーデン環境調査機関・スエーデン建設協会が
出資する非営利法人。BASTA は、建築材について、有害化物
質を含有しないことを保証する認証。

THE NORWEGIAN ASTHMA AND ALLERGY ASSOCIATION

ノルウェーぜんそくアレルギー協会 (NAAF) からの推薦。
室内絨毯の代替物としての使用削減の目的に適合している
商品として認定。

CE^-FOR SAFETY HEALTH AND ENVIRONMENT

スエーデンの技術調査機関が発行する建築建材のパ
フォーマンスを保証する認証。

BRE GLOBAL - THE FOREMOST ASSESSMENT METHOD

スエーデンの認証機関。BOLONの建築資材について環境調
査を実施し、認証。

DNGB-EASY ACESS TO ALL PRODUCT DATA

ドイツの建築建材を登録する機関は発行する優れた建材に
ついての認証。

BYGGVARUBEDOMNINGEN
Byggvarubedömningen は、スエーデンの建設会社大手と
大手ビル保有者で出資する非営利法人。優良な建築資材を
推奨・認証。

GREENTAG - THE WORLD’S  MOST ECO PRODUCT 

全世界で、品物についてエコであるかについて認証する機
関。私的認証機関。ビニール床材についての品質レベルを
決定している。

ENVIROMENT PRODUCT DECLARATION

ドイツの認証機関。建築資材について、環境レベルおよび
宣言を行う ISO14025（国際規格）EN15804（ヨーロッ
パ連合）について、認証。

GLOVBRANSCHENS KRETSLOPDSMARKING

国家機関の一つであるスエーデン床材取引協会 
(Golvbranschens Riksorganisation）の発行する床材につい
ての認証。

GLOVKEDJAN-SWEDISH FLOORING 
RECYCLING AND WASTE　PROGRAM
スエーデンの床材についてのリサイクルと廃棄のプログ
ラムについての認証。

BEST PRACTICE PVC- PRODUCTS TO 
THE HIGHEST ENVIRONMENTAL STANDARDS

オーストラリアにある認証機関が実施する認証。建築建
材にポリ塩化ビニール（PVC）が含まれているかどうか
について、認証する。BOLON の製品は、ポリ塩化ビニー
ル（PVC）は含まれているかについて認証。

30秒でわかる
ココがすごい！

「ボロンの機能性と
　メンテナンス方法」

ボロンサンプル帳
HPから
お申し込み
できます。

PORTICO-HEALTH BUILDING MATERIALS

米国・コロンビア州に本拠を置く「HEALTY BUILDING 
NETWORK」（健康的なビルのネットワーク協会）の発行
する建材についての認証。

地球に優しい理由　
リサイクル素材を 33％使用。売れ残り商品はもちろん、使用済み商品も可能な限り回収して原料としています。丈夫で長持ちだ

から長期間安心してご使用いただけ、環境にも優しいのです。清掃時に化学系洗剤は不要。製造過程でのフタル酸は100％不使用です。

人やペットに優しい理由　
暮らしに安全素材です。程よいグリップで滑らないから、お年寄りからペットまで安心です。濡れても滑りにくい素材のため、

学校や医療施設などでたくさん使われています。汚れにくく清掃性にも優れた商品です。

家族みんなが集まるリビングに足元から
暖まる心地よさ。至福の時をお過ごしいた
だけます。

床暖房対応
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新建材　ボロン
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NOW
シルバー
SB-1028.18

❶
❷  

BKB SISAL
グラニット
SB-1027.96

❶

❷

❸

❶ 
❷

BOTANIC
ビバ
SB-1028.20

❶

BKB SISAL
メタリックアルファ
SB-1028.01

❸  
ボロン施工例 1 施工例使用マテリアル

オフィス COOL STUFF❶❷❸

新建材　ボロン
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❶ ❷

ARTISAN
コール
SB-1027.90

❷  

ARTISAN
エクリュ
SB-1027.88

❷

BOTANIC
ビバ
SB-1028.20

❶

ARTISAN
マラカイト
SB-1035.73

❷  
ボロン施工例 2 施工例使用マテリアル

オフィス MICROSOFT❶

オフィス HBF❷

❷  

ARTISAN
ペトロリウム
SB-1035.94

新建材　ボロン
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NOW
アントラシテ

❶

❶

ボロン施工例 3

NOW
シャンパン

❶

BOTANIC
ビバ

❶
  

施工例使用マテリアル

オフィス 100 Washington Square❶

新建材　ボロン
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　別冊パンフレット
　「ボロンスタジオ」を
　ご参照ください
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ARTISAN
　　  アルティザン

エクリュ
SB-1027.88（500 角）

デニム
SB-1080.32（500 角）

コンクリート
SB-1080.31（500 角）

ペトロリウム
SB-1035.94（500 角）

スレート
SB-1027.89（500 角）

ジェード
SB-1080.33（500 角）

コール
SB-1027.90（500 角）

フシヤ
SB-1036.39（500 角）

アルティザンは“職人”という意味、北欧デザインのセンスが光ります。
オフィスやホテルなど広い面積で歩行量の多い場所を想定して誕生した強度
に優れた商品です。

流し貼りも可能ですが、柄はつながりません。ウマ貼りの場
合、1枚ごとに見える可能性があります。施工前に仮並べをし
て柄の確認をしてから施工してください。

市松貼り ストライプ貼り ウマ貼り

500 角ボロン 貼りパターンが選べます

● 駅などのコンコース、百貨店のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● ボロン・タイルのピールアップ工法は、OA 下地のみ施工可能です。モルタルへは一
般工法もしくは耐湿工法にて施工してください。 ● 施工後数日間は、裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。 ● 輸入品につき一時的に品
切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● ボロンロールの出荷に
関しては、納期を数日有する場合があります。 ● カットサンプルの当日配送はできません。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

工　法 下地 接着剤

一般工法
モルタル・コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐湿工法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床
ピールアップアドボン

（AB-700P）

施
工
方
法

マラカイト
SB-1035.73（500 角）

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 3mm 4 １ケース（20 枚）【5m² 相当】 20 ￥7,980/m² ￥39,900/ ケース

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 3.2mm 4 １ケース（20 枚）【5m² 相当】 20 ￥7,480/m² ￥37,400/ ケース

FLOW
　　 フロウ

シェルシルバー
SB-108.380（500 角）

アルガ
SB-104.167（500 角）

ストリームシルバー
SB-108.375（500 角）

コーラル
SB-104.166（500 角）

コーラルシルバー
SB-108.370（500 角）

ストリーム
SB-104.165（500 角）

透明なフィルムを織り込むことで、水彩で描いたような
淡いグラデーションを再現。

光が当たると、光の流れが波のようにさざめきながら現れます。
そのとき、ラグジュアリーな贅沢空間が誕生します。

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 3mm 4 １ケース（20 枚）【5m² 相当】 20 ￥8,480/m² ￥42,400/ ケース

NEW CREATE
　　   ニュークリエイト

コンベルソ
SB-1050.75（500 角）

コマー
SB-1050.77（500 角）

ファシオ
SB-1050.78（500 角）

ファブリコ
SB-1050.76（500 角）

重 歩 行土 足 歩 行

床暖房

類似品にご注意ください
ボロンはスウェーデン製ビニル床材です。
他社の類似品は弊社の品質とは大きく異なります。

販売価格 ￥7,980/m²

販売価格 ￥7,480/m²

販売価格 ￥8,480/m²

NOW
　　   ナウ

シャンパン
1 SB-1028.17（500 角）

シルバー
1 SB-1028.18（500 角）

カーネーション
1 SB-1041.33（500 角）

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
1 500 × 500 × 2.9mm 4 １ケース（20枚）【5m² 相当】 20 ￥8,480/m²  ￥42,400/ ケース

2 幅2m×長さ12.5m乱×厚さ2.4mm ー 1ロール【25m² 相当】 75 ￥6,980/m²  ￥174,500/ ロール

アントラシテ
1 SB-1028.19（500 角）
2 SB-1027.69（長尺）

チタニウム
1 SB-1083.43（500 角）

ブラス
1 SB-1083.41（500 角）

コッパー
1 SB-1083.42（500 角）

販売価格 ￥6,980/m²〜

岩 岩

塩化ビニル97％＋ポリエステル1.5％＋
グラスファイバー1.5％

バッキング：塩化ビニル＋グラスファイバー

断
面
図

最新の技術が織りなす、複雑で立体的なテクスチャー。
貼りパターンによって、様々なデザインを演出できます。

※床暖房をご利用される場合は、ウレタンアドボン（AB-500U）をご利用ください。

新建材　ボロン
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GRAPHIC BOTANIC
　　  グラフィック 　　  ボタニック

マッシュ
SB-1028.12（500 角）

シリアベージュ
1 SB-1028.25（500 角）
2 SB-1026.73（長尺）

ストリング
SB-1028.14（500 角）

オジエ
1 SB-1028.26（500 角）

ドロー
SB-1028.13（500 角）

エッチ
SB-1028.15（500 角）

ビバ
1 SB-1028.20（500 角）

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 2.8mm 4 １ケース（20 枚）【5m² 相当】 20 ￥8,280/m² ￥41,400/ ケース

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 2.7mm 4 １ケース（20 枚）【5m² 相当】 20 ￥8,280/m² ￥41,400/ ケース

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
222 × 667 × 3mm 6.75 １ケース（27 枚）【4m² 相当】 16.2 ￥8,480/m² ￥33,912/ ケース

NEW GRAPHIC

SILENCE

　　   ニューグラフィック

　　 サイレンス

ベージュ
SB-1037.46（500 角）

グレー
SB-1037.35（500 角）

ブラック
SB-1035.97（500 角）

世界のラグジュアリーホテルからの要望により、
エレガントな空間に溶け込むようなデザインで作り上げ
ました。

3は、お客様のご要望にお応えして生まれた「ジャンボロール商品」
1枚モノで欲しいけど、面積は小さい・・・
住宅の廊下や脱衣所に最適！1m（2m²）単位で買える長尺のボロンです。
この商品のみ1メートル単位でご購入できます。※カット費・梱包費が別途必要となります。

チリアブラウン
1 SB-1028.23（500 角）
2 SB-1026.71（長尺）
3 SB-1026.71-25（ジャンボロール）

この商品は、ヘリンボーン専用商品です。
発注の際はAとBの2つの品番が必要に
なります。AとB2つのタイプを図のように
並べてご使用ください。（割合1：1）

A

B

ビジュアルA
SB-1037.59-ADV

ビジュアルB
SB-1037.65-ADV

バランスA
SB-1037.57-ADV

バランスB
SB-1037.63-ADV

ポーズA
SB-1080.38

ポーズB
SB-1080.40　

サゲ
1 SB-1081.00（500 角）

タイミ
1 SB-1081.01（500 角）

カレ
1 SB-1080.99（500 角）

ビオラ
1 SB-1081.03（500 角）

ピセア
1 SB-1028.24（500 角）

チューリップ
1 SB-1081.02（500 角）

ガーデン
2 SB-1080.84（長尺）

販売価格 ￥8,280/m²

販売価格 ￥8,280/m²

販売価格 ￥8,480/m²

販売価格 ￥6,980/m²〜

市松貼り ストライプ貼り ウマ貼り

500 角ボロン 貼りパターンが選べます

重 歩 行土 足 歩 行

床暖房

類似品にご注意ください
ボロンはスウェーデン製ビニル床材です。
他社の類似品は弊社の品質とは大きく異なります。

金属を編みこんだかのような重厚感。
繊細に編みこまれたテクスチャーがモダンデザインによく合います。

北欧の花、ハーブ、石、木、植物をモチーフに自然界のもつ多様な美しさを表
現することで、現代的でありながら懐かしい、そんな色合いに仕上げました。

岩

岩

岩

岩

岩

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
1 500 × 500 × 2.9mm 4 １ケース（20枚）【5m² 相当】 20 ￥7,980/m²  ￥39,900/ ケース

2 幅2m×長さ12.5m乱×厚さ2.4mm - 1ロール【25m² 相当】 75 ￥6,980/m²  ￥174,500/ ロール

3 幅2m×長さ1〜25m乱×厚さ2.4mm - 1m【2m² 相当】 - ￥6,980/m²  ￥13,960/m

● 駅などのコンコース、百貨店のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● ボロン・タイルのピールアップ工法は、OA 下地のみ施工可能です。モルタルへは一
般工法もしくは耐湿工法にて施工してください。 ● 施工後数日間は、裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。 ● 輸入品につき一時的に品
切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● ボロンロールの出荷に
関しては、納期を数日有する場合があります。 ● カットサンプルの当日配送はできません。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

見る方向により表情を変えるサイレンス。
その特性を生かし、ヘリンボーン専用モデルもご用意しました。

塩化ビニル97％＋ポリエステル1.5％＋
グラスファイバー1.5％

バッキング：塩化ビニル＋グラスファイバー

断
面
図

流し貼りも可能ですが、柄はつながりません。ウマ貼りの場
合、1枚ごとに見える可能性があります。施工前に仮並べをし
て柄の確認をしてから施工してください。

工　法 下地 接着剤

一般工法
モルタル・コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐湿工法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床
ピールアップアドボン

（AB-700P）

施
工
方
法

※床暖房をご利用される場合は、ウレタンアドボン（AB-500U）をご利用ください。

新建材　ボロン
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DIVERSITY
　　 ダイバーシティ

ストロー
SB-109.856（500 角）

ペブル
SB-109.855（500 角）

アイス
SB-109.854（500 角）

チェスナット
SB-109.853（500 角）

グラス
SB-109.859（500 角）

販売価格 ￥8,480/m²〜

光沢のある、きらめく細糸から成る羊毛の様な繊細なデザイン
が魅力的。

岩

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 3mm 4 １ケース（20 枚）【5m² 相当】 20 ￥8,480/m² ￥42,400/ ケース

重 歩 行

重 歩 行

土 足歩 行

土 足歩 行

床暖房

床暖房

類似品にご注意ください
ボロンはスウェーデン製ビニル床材です。
他社の類似品は弊社の品質とは大きく異なります。

類似品にご注意ください
ボロンはスウェーデン製ビニル床材です。
他社の類似品は弊社の品質とは大きく異なります。

流し貼りも可能ですが、柄はつながりません。ウマ貼りの場
合、1枚ごとに見える可能性があります。施工前に仮並べをし
て柄の確認をしてから施工してください。

市松貼り ストライプ貼り ウマ貼り

500 角ボロン 貼りパターンが選べます

● 駅などのコンコース、百貨店のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● ボロン・タイルのピールアップ工法は、OA 下地のみ施工可能です。モルタルへは一
般工法もしくは耐湿工法にて施工してください。 ● 施工後数日間は、裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。 ● 輸入品につき一時的に品
切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● ボロンロールの出荷に
関しては、納期を数日有する場合があります。 ● カットサンプルの当日配送はできません。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

工　法 下地 接着剤

一般工法
モルタル・コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐湿工法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床
ピールアップアドボン

（AB-700P）

施
工
方
法

塩化ビニル97％＋ポリエステル1.5％＋
グラスファイバー1.5％

バッキング：塩化ビニル＋グラスファイバー

断
面
図

※床暖房をご利用される場合は、ウレタンアドボン（AB-500U）をご利用ください。

NEW
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キャスター性 EN 985 合格

耐電圧 EN 1815 合格

熱抵抗 ISO 8302 床暖房に最適

吸音性 EN ISO 354 0.05

耐候性 EN ISO 105-B02 8

寸法安定性 ISO 2551/ EN 986 合格

防滑性 DIN 51130 R9-R10

摩擦 EN 13893 >0.3

耐火性 EN 13501-1 B11 -sl

放射束 ASTM E 648 Class1    

煙濃度 ASTM E662 ＜ 450   

各商品データ
使用適用箇所
EN 10874

床衝撃音レベル低減量
EN ISO 10140

残響室法吸音率
EN ISO 354

耐候性
EN ISO 105-B02

アルティザン クラス 33 11dB 0.05 8

フロウ クラス 33 14dB 0.10 7

BKB　サイザル クラス 32 12dB 0.05 8

二ュークリエイト クラス 33 11dB 0.05 8

グラフィック クラス 33 12dB 0.05 8

二ューグラフィック クラス 33 12dB 0.05 8

サイレンス クラス 33 11dB 0.05 8

ボタニック クラス 32 12dB 0.05 8

エレメンツ クラス 33 11dB 0.05 8

エスニック クラス 32 12dB 0.05 8

ナウ クラス 32 12dB 0.05 8

BKB アコースティック クラス 32 17dB 0.05 8

ダイバーシティ クラス 33 14dB 0.05 8

各種共通 （規格）

バッキング（塩化ビニル＋グラスファイバー）
寸法安定性があります。

クッション性バッキング
クッション性をもたせ、音響を押さえます。

防炎バッキングシート

BKB ACOUSTIC
　　  BKB アコースティック

ボロンの定番カラーにクッションタイプが登場。

プレーンサンド

SB-1041.85（500 角）

プレーンベージュ

SB-1041.86（500 角）

ナチュラルブラック

SB-1041.87（500 角）
クッションタイプ クッションタイプ クッションタイプ

販売価格 ￥7,980/m²

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
500 × 500 × 4.9mm 4 １ケース（12 枚）【3m² 相当】 12 ￥7,980/m² ￥23,940/ ケース

市松貼り ストライプ貼り ウマ貼り

500 角ボロン 貼りパターンが選べます

● 駅などのコンコース、百貨店のエントランスホール等、超重歩行床への施工はお避けください。 ● ボロン・タイルのピールアップ工法は、OA 下地のみ施工可能です。モルタルへは一
般工法もしくは耐湿工法にて施工してください。 ● 施工後数日間は、裁断面の糸が表に出ることがありますが、引っ張らずにハサミでカットしてください。 ● 輸入品につき一時的に品
切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● ボロンロールの出荷に
関しては、納期を数日有する場合があります。 ● カットサンプルの当日配送はできません。詳しくはスタッフにお問い合わせください。

塩化ビニル97％＋ポリエステル1.5％＋
グラスファイバー1.5％

バッキング：塩化ビニル＋グラスファイバー

断
面
図

流し貼りも可能ですが、柄はつながりません。ウマ貼りの場
合、1枚ごとに見える可能性があります。施工前に仮並べをし
て柄の確認をしてから施工してください。

※2019年6月に自社床暖房試験に合格しました

工　法 下地 接着剤

一般工法
モルタル・コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐湿工法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床
ピールアップアドボン

（AB-700P）

施
工
方
法

ボロン

※
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複層ビニル床タイル（3㎜厚）は総合カタログ 2019 の P648 〜をご参照ください

新建材　複層ビニル床タイル　FT
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Floor
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防音効果と衝撃吸収性が求められる場所に最適な床下地材。
ボロン、塩ビ、カーペット、フローリング、タイルなど様々な床材の下地に使うことで、
衝撃吸収性が大幅アップ。
デザインは気に入っているのに、衝撃吸収性が足りない…そんな悩みも一発クリア。
古タイヤ由来のリサイクルゴムと遮音効果のあるコルクで出来ています。

ボロンも、複合塩ビタイルも 3 ｍｍ厚。これらの

床材の下地にアコースティックラバーシートを使え

ば、合計 6 ｍｍ厚に。

カーペットタイルなどの既存床からのリフォームに

最適な厚みとなります。

防音効果があるから、集合住宅、商

業施設、ホテル、高層ビルなど階下へ

の配慮が必要とされる場所におススメ

です。

古タイヤ由来のリサイクルゴムを使用

しているからエコ・フレンドリー。

ボロンの場合、ボールは 60㎝跳ね返り、ビニル系床材（3㎜厚）の場合、75㎝跳ね返りました。それぞれの

下にアコースティックラバーシートを敷いた場合、ボロンは 35㎝、ビニル系床材（3㎜厚）は 42㎝しか跳ね

返りませんでした。

1m の高さからゴルフボールを落とした場合の弾み具合の比較実験

ボロン ビニル系床材アコースティックラバーシート
+ボロン

アコースティックラバーシート
+ビニル系床材

仕上用建材（ボロン、塩ビタイル等）
接着剤
アコースティックラバーシート
接着剤

（防水処理）
下地

 転倒衝突時のかたさ実験（G 値）

ボロン +
アコースティックラバーシート

複合塩ビタイル（3mm 厚）+
アコースティックラバーシート

ボロン

複合塩ビタイル
（3mm 厚）

一般的な
コンポジションタイル

コンクリート

※数値が低いほど安全性が高い

160 〜 170

160

157

150

132

135

0 160 17040 80 120

安全性が
アップ！

　　 アコースティックラバーシート

Acoustic Rubber Sheet

フロアジャンボ ボロン

ボブテックス

フローリング

タイル

仕上用建材の
下に敷くだけ！

衝 撃 吸 収 性

リフォームに最適 階下への配慮に エコ

動画で
チェック

動画で
チェック

性能試験データ
項目 規格 数値
Density
密度 700kg/m³

Hardness（ShoreA)
硬さ 40-50A

Weather Resistance
耐候性 -25 〜 80℃

Soundproof test result IIC
遮音性 ASTM E492-09 46dB

Soundproof test result ISO
遮音性 ISO140-8:1997

L      =61dB,
ΔL   =17dB,
C  　=0dB,
C   　=-10dB
(3mm thickness)

自社床暖房試験
試験内容 結果

ボロン長尺 + アコースティックラバーシート 合格

ボロン 500 角 + アコースティックラバーシート 合格

n,r,w
w

l,r
l,Δ

● 表示価格は実費価格となります。● 急激な温度変化によって伸び縮みする性質があります。 ● 床暖房下地への使用はお避けください。 ● 防音効果については現在試験中です。試
験結果が出次第弊社ウェブサイトでお知らせします。 ● 詳しい施工方法については、弊社ウェブサイトをご覧ください。

ブラック
 BRC-700（1ロール10m）

サイズ 販売単位 ロール重量（kg） 実費価格 実費価格（ロール）
幅1m×長さ 10m ×厚さ3mm 1ロール 約 21 ￥980/m² ￥9,800

　　　￥9,800/ロール（￥980/m²）実費価格

NEW

機能建材　アコースティックラバーシート

W
all

Floor
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50

本物のセメントを独自の技術でプレス成形した内壁用パネル
軽くて薄いので、重量や厚みに制限がある壁面でもコンクリート壁を実現できます。

施工も加工も簡単に出来ます。

三菱マテリアル株式会社 オフィス
サンドホワイト（CW-301N612）

W
all

Floor
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サンドホワイト
1 CW-301N612（マット）

ライトグレー
2 CW-101N612（マット）

ダークグレー
2 CW-108N612（マット）

コッパーブラウン
1 CW-306N612（マット）

チタニウムブラック
2 CW-107N612（マット）

サンドホワイト 
3 CW-301N6（マット）

ライトグレー
3 CW-101N6（マット）

ダークグレー
3 CW-108N6（マット）

コッパーブラウン
3 CW-306N6（マット）

チタニウムブラック
3 CW-107N6（マット）

● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なりま
す。 ● 清掃時、水で含んだモップ等が触れないよう、ご注意ください。

組
成

■石英石粉

■ボルトラントセメント

■木材繊維

軽くて薄い！7kg/m²
（参考：磁器質タイル 約 22kg/m²　弊社大判軽量タイル メガスラブ 約 15kg/m²）

加工も施工もカンタン
リフォームにも最適！！

エコ・フレンドリー

リアルな色合い

不燃認定品

厚みもわずか 4mm なので、壁に負担をかけません。

現場でカッターナイフやサンダーを使って簡単に切断できます。

異素材、照明との組み合わせも自由自在。施工も接着剤で壁

に貼るだけです。既存壁にそのまま貼れるので、低コスト、短

期間で施工出来ます。

130 年以上の歴史をもつ英国発祥の認証機関 Intertek は、

現在 100 ヶ国で環境認証を行っています。コンクリエイトは、

原料から製造工程、梱包に到るまで環境に配慮しているとし

て、最高位の認証 Green Leaf Mark が与えられています。

原料の 38% がセメント、55% がクオーツサンドだから、

コンクリートそのものの色合いです。フルボディだから、

小口もコンクリートそのものです。本物のコンクリートよりも

滑らかで、冷たさも感じません。

内装制限により不燃仕上げが求められる場所にもご利用い

ただけます。（登録認定番号：NM-4664）
※天然、準不燃規制対象外ではございますが、不燃認定を登録されましたので、安
心してご使用ください。

30秒でわかる
ココがすごい！

「コンクリエイトの
施工と加工方法」

コンクリエイトⓇ　

断
面
図

4.0mmセメント系
複合材

600mm1200mm

600
mm

600
mm

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） m²/ ケース 重量（kg/ ケース） 販売価格 販売価格（ケース）
1 600 × 1200 × 4 1.39 5 約 3.6 25 ¥8,900/m² ￥32,010

2 600 × 1200 × 4 1.39 5 約 3.6 25 ¥7,800/m² ￥28,055

3 600 × 600 × 4 2.78 10 約 3.6 25 ¥7,800/m² ￥28,055

施
工
方
法

コッパーブラウンとチタニウムブラックには養生テープ等
テープの使用はお避けください。

Point 特 性

不燃
認定品 厚さ4㎜

不燃化粧材用接着材による接着剤貼り

天然、準不燃規制対象外

ホルムアルデヒド規格対象外

新建材　セメント系複合体内装壁用化粧パネル

不燃認定品 登録認定番号：NM-4664

W
all

Floor
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MEL-80  （フラット）

ソーホーブラック

目地材／RYWG-3002

■フラットサイズ（mm）

約10mm 〜 20mm

約45mm
〜 50mm

約220mm 〜 240mm

規格 m² 枚数 ケース入数 ケース重量（kg） 販売価格 販売単位
フラット 63 枚 63 枚 約 26.0 ￥5,900/m² ￥5,859/ケース

● 製造毎に色が異なります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。 ● 外壁に施工する際には、必ずタイルの厚さの2/3以上まで目地を入れてください。 目地を入
れないとタイルの裏に水が廻り、剥離の原因となります。 ● セメント製品のため、経年変化および紫外線の影響により、色が退色することがあります。 ● 商品写真は印刷のため、現物
とは若干色が異なります。　● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。  ● 表示価格には、施工費・加工費および運賃は含まれていません。

内壁 外壁 目地幅

○ ○ 10mm以上
レールハル工法推奨

アミレール工法
推奨目地材 

アド・ユーロジョイント
NEW

ソーホーブラック（MEL-80）

フラット 販売価格 ￥5,900/m²

芸術家の街ニューヨークソーホーをイメージしたブリックタイル。

歴史を感じさせるデザインは商業施設やカフェなどをアンティークでアートな雰囲気にしてくれます。

　　　 ソーホー ブリック

Soho Brick

壁用ストーン＆ブリック　ソーホーブリック

W
all

Floor
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Wall
■ストーンベニアシート

■アンブラ

■マディソン

壁

VIP Meeting Room
応接室

55
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オウタムホワイト
MSF-200

ブラックスター
MSF-400

テラレッド
MSF1100

コッパー
MSF-500

インディアンオウタム
MSF-100

マルチカラー
MSF-800

シルバー
MSF-1000

モンゴリアン
MSF-750

　　ストーンベニアシート

Stone Veneer Sheet
麻辣大学　東京都　設計：株式会社 Ludogram　施工：Kwiksync

壁・扉：ストーンベニアシート ブラックスター（MSF400）コッパー（MSF500）　テーブル：メガスラブ トラバーチンブラック（FR-746750）

最先端技術により天然スレートを薄いシートにしました。

柱などにもご使用いただけます。

内壁

○

シートタイプ

W
orking Space

C
afeteria,O

ffice Kitchen
C

ozy Space
For Little Kids

M
ethod & Reference
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F ☆☆☆☆
ホルムアルデヒド告示対象外商品ですが
F☆☆☆☆相当の試験数値が出ました。

ストーンベニアシート

● 吸水性があるベニア下地と石膏ボートには、施工前に「アド•下地プライマーA 」（品番：KBA-105144）をご使用ください。 ● 下地に不陸がある場合は、下地処理をしてくだ
さい。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承くださ
い。 ● この商品は不燃材料ではありません。 ● この製品はホルムアルデヒド告示対象外商品となります。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、
必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。

標準寸法（mm） 有効寸法（mm） 販売価格（シート） 重量（シート）
シートタイプ 610×1220×0.8〜1.0 600×1200×0.8〜1.0 ￥5,500/ シート 0.3kg

シート状になっているので
施工性が良く曲面にも使用可能です。

シートタイプ
S h e e t  T y p e

シート状になっているので
施工性が良く曲面にも使用可能です。

パネルになっているので
施工性が良いです。

P a n e l  T y p e
パネルタイプ

※構造イメージです。現物はイラストの様には曲がりません。

●構造イメージです。

厚み0.8〜1m
重さ0.3kg/枚

100%天然石

樹脂

コットンメッシュ
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BSWA-02 　
300 × 300 × 12mm［11.11 枚 /m²］
販売価格 ￥4,800/枚
販売単位 ￥9,600/ケース［2 枚・約 5.4kg］

BSWA-01 　
300 × 300 × 12mm［11.11 枚 /m²］
販売価格 ￥4,800/枚
販売単位 ￥9,600/ケース［2 枚・約 5.4kg］

BSWA-02　アドヴァン東京ショールーム

　　 アンブラ

Ambra
砂漠の砂の流れのような、手彫りの流線型のデザインが特徴です。

● 1枚ずつ手作りですので、仕上げ・サイズ・厚みにバラツキがあります。調整しながら施工していただきますよう、お願いします。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがありま
す。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● カタログ写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色
調、紋様にバラツキがあります。施工の際は、必ず数ケースを混ぜ合わせてご使用ください。施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ● 現物サンプルは有
償になります。現物のご確認は、当社ショールームにてご覧ください。 ● 製法上、製品表面および裏面の角や辺に多少のカケがある場合がございます。

注 1： 仮並べして、デザインがつながることを 
確認してから施工を開始してください。

施工上の注意：タイル裏面に①、②と表示されています。下の基本パターンに従って施工してください。

タイル裏面に①、②と表示されています。
下の基本パターンに従って施工してください。

タイル裏面 ●基本パターン

①
上

②
上

下 下

①

①

②

②

①

①

②

②

300
mm

300mm

アンブラ ホワイト（砂岩） アンブラ グレー（ライムストーン）

内壁 色幅

○ あり
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　　 　 マディソン

Madison
大豊ビル オフィス 東京都中央区

設計：大豊建設株式会社 一級建築事務所 , 株式会社コスモスモア
マディソン（BSGB-MAD）

洗練されたニューヨークのイメージをシックな色調でデザイン。

都会的な直線デザインに、ライムストーンのもつ天然のやわらかい色合いが重なって、印象的な空間をつくります。

● 1枚ずつ手作りですので、仕上げ、サイズ、厚みにバラツキがあります。調整しながら施工していただきますよう、お願いします。 ● 少量生産となっております。在庫と納期については、
弊社営業担当とお打合せください。 ● カタログ写真およびカットサンプルと実際の商品では色・柄等が異なる場合があります。 ● 天然石のため、色調、紋様にバラツキがあります。  
● 現物サンプルは有償になります。現物のご確認は、当社ショールームにてご覧ください。 ● 製法上、製品表面および裏面の角や辺に多少のカケがある場合がございます。

下記 16 枚が 1セットとなります。
仮並べしてパターンを確認してから
施工を開始してください。

●施工パターン

450
mm

450mm

BSGB-MAD　
450 × 450 × 18 〜 20mm/ 枚

［16 枚・3.24m²・約 176kg］
販売価格 ￥148,000/セット（3.24m²）

マディソン（ライムストーン）

内壁

○

彫刻石材は総合カタログ
P415-420 に掲載しています
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Cafeteria, Office Kitchen
Counter

Kitchen

■メガスラブ ™️　1600 × 3200

■アルミノモザイク ™️

■カカオ

カウンター

キッチン

■マンマコンパクト ™️ キッチン

61
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社員食堂 , オフィスキッチン
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磁器質（施釉）

FR-746750 （マット） 
￥21,000/m²

トラバーチン ブラック

FR-744992 （ソフトマット） 
￥21,000/m²

ピエトラノード ネロ

FR-746748 （マット） 
￥21,000/m²

トラバーチン ホワイト

FR-744364 （ホーンドマット） 
￥21,000/m²

マテリアプロジェクト セメント

FR-744204 （磨き） 
￥21,000/m²

イ・ビアンキ カラカタ

FR-744991 （ソフトマット） 
￥21,000/m²

ピエトラノード ビアンコ

1597mm

3197
mm

内壁 内床 外壁 外床 耐凍害 重歩行 駐車場 目地幅

◎ ○ × × ◎ ○ × 3mm以上
寸法ロットなし

サイドシャープ加工

CONTINUA PLUS
8HEAD INK JET 14.48kg/㎡

1597mm

3197
mm

● 別途、梱包代が必要になります。 ● 下地のタイルと裏面に張り付けモルタルを塗りさらにタイル全体にも張り付けモルタルを塗りながら施工してください。（改良圧着工法で施工して
ください。）タイルと下地の間に空隙があると施工後、タイルの浮きや割れにつながりますので必ず改良圧着で施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なりま
す。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

カウンター：トラバーチン ホワイト（FR-746748）　床：フォルテ ホワイト（FR-742034）

　　　 メガスラブ TM　1600 × 3200

Mega SlabTM 1600×3200
品質特性

項目 規格 数値

吸水率 ISO 10545-3 0.1%

耐荷重性 ISO 10545-4 50N/mm²

耐摩耗性 ISO 10545-5 150mm³

耐凍害性 ISO 10545-12 変化なし

耐薬品性 ISO 10545-13 変化なし

すべり値 ドイツ規格 DIN 51130 R9

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） 重量（kg/ 枚） 販売価格 販売価格（枚）
1597×3197×6 − 1 74.14 ￥21,000/m² ￥107,520

販売価格 ￥21,000/m²

40 年来のアドヴァンのパートナーであるイタリア大手タイルメーカーによる開発。

天然石の石目を継ぎ目のない 1 枚の大判タイルとして忠実に再現しました。

熱やキズに強く、汚れや黄ばみの心配も不要。

岩岩 岩
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FR-758136 （マット） 
￥19,800/m²

FR-757767 （マット） 
￥19,800/m²

スタジオズ ラバーブラック アマニブロンズ

FR-757766 （磨き） 
￥19,800/m²

サンダーナイト

FR-758141 （マット） 
￥19,800/m²

スタジオズ　サンド

FR-757740 （磨き） 
￥19,800/m²

アマニブロンズ

内壁 内床 外壁 外床 耐凍害 重歩行 駐車場 目地幅

◎ ○ × × ◎ ○ × 3mm以上
寸法ロットなし

サイドシャープ加工

● 別途、梱包代が必要になります。 ● 下地のタイルと裏面に張り付けモルタルを塗りさらにタイル全体にも張り付けモルタルを塗りながら施工してください。（改良圧着工法で施工して
ください。）タイルと下地の間に空隙があると施工後、タイルの浮きや割れにつながりますので必ず改良圧着で施工してください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なりま
す。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

FR-757763 （スムース水磨き） 
￥19,800/m²

カラカタブラック

FR-757776 （ナチュラルマット） 
￥19,800/m²

インダストリアルモカ

FR-761729 （磨き） 
￥19,800/m²

クレマ

FR-757761 （スムース磨き） 
￥19,800/m²

ベナートカラカタ

FR-761727 （磨き） 
￥19,800/m²

ルノワール

FR-757768 （磨き） 
￥19,800/m²

アラベスカート

1197mm 1197mm

2797
mm

2797
mm

品質特性

項目 規格 数値

吸水率 ISO 10545-3 0.08%

耐荷重性 ISO 10545-4 52N/mm²

耐摩耗性 ISO 10545-5 140mm³

耐凍害性 ISO 10545-12 変化なし

耐薬品性 ISO 10545-13 変化なし

すべり値 ドイツ規格 DIN 51130 R9

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） 重量（kg/ 枚） 販売価格 販売価格（枚）
1197×2797×6 − 1 49.2 ￥19,800/m² ￥66,528

　　　 メガスラブ TM　1200 × 2800

Mega SlabTM1200×2800

天然石の石目を、継ぎ目のない一枚の大判タイルとして忠実に再現。

そのダイナミックな流れや線は、圧倒されるほどの存在感です。

販売価格 ￥19,800/m²

岩 岩

1197mm

2797
mm

NEW NEW
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3 LUC-S020　￥3,300/ シート

スクエア スモールミックス

4 LUC-S018　￥2,900/ シート

スクエア ラージミックス

2 LUCC-1805　￥1,700/ シート

ボーダー ゴールド

2 LUCC-1801　￥1,700/ シート

ボーダー シャンパン

2 LUCC-1802　￥1,700/ シート

ボーダー ブラウン

2 LUCC-1803　￥1,700/ シート

ボーダー グレー

1 LUC-SW02　￥3,680/ シート

ペンタゴン ゴールド

1 LUC-SW01　￥3,680/ シート

ペンタゴン ブロンズ

1 LUC-SW06　￥3,680/ シート

ペンタゴン ピンク

1 LUC-SW04　￥3,680/ シート

ペンタゴン シルバー

300mm

298mm

305mm

300
mm

298
mm

305
mm

サイズ（mm） m² 枚数 シート重量（kg） 実費価格

1 305 × 305 × 3-4 10.75 1.5 ￥3,680/ シート

2 298 × 298 × 8 11.26 1.5 ￥1,700/ シート

3 300 × 300 × 6-8 11.11 1.5 ￥3,300/ シート

4 300 × 300 × 6-8 11.11 1.5 ￥2,900/ シート

ペンタゴン ゴールド（壁：LUC-SW02）

　　　 アルミノ モザイク TM

Alumino MosaicTM

スペインの新進気鋭デザイナーによるP
ポリゴン

olygon D
デザイン

esign（多角形デザイン）を採用。表面加工により、つや消しの効果を生み出し

つつも、金属的な質感を強調しました。モザイクのひとつひとつにうねりを出すことで、より立体的な仕上がりを実現。

 ￥1,700/シート〜

NEW

● シート単位でご購入いただけます。（梱包代別途になります。） ● 切断する場合には、スライド丸ノコを使用し、ずれないように上から抑えながら切断してください。切断面はバリが
出るため砥石で研磨し、けがのないようご注意ください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承く
ださい。 ● 清掃時は、酸性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。 ● ディスクグラインダーによる切断は製品の破損・事故の原因となり、大変危険ですのでおやめください。   
● 製品の表面に養生テープやマスキングテープは貼らないでください。テープの粘着により表面が荒れることがあります。 ● この製品は接着剤のくし目が透けて見える場合があります。接
着剤は平滑に仕上げてくし目貼りで施工してください。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。

実費価格
内壁

◎
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陶器質（施釉）

● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） ケース重量（kg） 販売価格 販売価格（ケース）
1 120 × 180 × 9.8 46.30 22 7.7 ￥6,680/m² ￥3,168

2 120 × 180 × 9.8 46.30 22 7.7 ￥7,980/m² ￥3,784

ハニープレーン（ⅠL-138170）、ハニーミックス（ⅠL-138177）、トルトラプレーン（ⅠL-138171）
トルトラミックス（ⅠL-138181）、イエロープレーン（ⅠL-138172）、イエローミックス（ⅠL-138178）

トルトラプレーン（ⅠL-138171）、チョコプレーン（ⅠL-138169）ホワイトプレーン（ⅠL-138167）、ホワイトミックス（ⅠL-138183）

※2 9 種類の柄がランダムに 1 ケースに入っています。柄の指定は出来ません。

180mm

180mm

120
mm

120
mm

ホワイト プレーン（光沢） ハニー プレーン（光沢）

トルトラ プレーン（光沢） イエロー プレーン（光沢） チョコ プレーン（光沢）

ホワイト ミックス（光沢） ハニー ミックス（光沢）

トルトラ ミックス（光沢） イエロー ミックス（光沢） チョコ ミックス（光沢）

1ⅠL-138167　￥6,680/m² 1ⅠL-138170　￥6,680/m²

1ⅠL-138171　￥6,680/m² 1ⅠL-138172　￥6,680/m² 1ⅠL-138169　￥6,680/m²

2ⅠL-138183　￥7,980/m² 2ⅠL-138177　￥7,980/m²

2ⅠL-138181　￥7,980/m² 2ⅠL-138178　￥7,980/m² 2ⅠL-138180　￥7,980/m²
　　 　カカオ

Cacao
チョコレートをイメージしたスイートな表情のタイル。

壁タイルらしいガラス質な表情をお楽しみ頂けます。

販売価格 ￥6,680/m² 〜
内壁 目地幅

◎ 3mm以上
専用目地材

PU ジョイント
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™️Mamma Compact
小さくてもクオリティには妥協しません
省スペースなのに機能的、そしてスタイリッシュなコンパクトキッチンを造りました。

ワンルームマンションや二世代住宅のセカンドキッチンとして、

ゲストルーム用や、オフィスにも、、、快適空間が広がるコンパクトキッチン。
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[ 扉＋カウンター組み合わせパターン ]
PIETRA GREY
ピエトラ グレー

カウンター

ARES BIANCO
アレス ビアンコ

カウンター

NOCE OAK
ノッチェ オーク

扉

ARES BIANCO
アレス ビアンコ

カウンター

オプション：ガラスまな板 
品番：FSA-8631300　定価：¥20,000/ 枚

引き出し用アクセサリーには、高級感漂う
木製包丁差をご用意。がたつかせることなく、
包丁を安全に収納することが可能です。

● マンマコンパクトは全てがイタリアで作られた、コンパクトサイズ
のキッチンです。

●  “日本のお客様に適した使いやすさ”を追及し、一つ一つの部材を
各々イタリアの専門工場と共に開発、“最高のコストパフォーマンス”
を実現しました。

●  キッチン家具は、イタリア製メラミンの中でも人気の木目 2 色と定
番のマットホワイトの合計 3 色からお選びいただけます。

● ガラスまな板やスチールバスケットのオプション品を選ぶことで
コンパクトキッチンの使いやすさが広がります。

イタリア製メラミンは世界で最も美しいと言わ
れています。
扉小口は、最先端の機械で圧着されています。

大容量のイタリア製シンクは、洗い物に困る
コンパクトキッチンの悩みを解決しました。

まるで天然石のような肌触りのラミネート
カウンター。汚れに強く、メンテナンス性に
優れています。

オプション：スチールバスケット
品番：FSA-8612000　定価：￥12,000/ 個

イタリア製
吊戸（別売）

イタリア製
家具

イタリア製
ステンレスシンク

イタリア製
ラミネートカウンター

マンマ コンパクト™ キッチン

BIANCO LUNA
ビアンコ ルナ

扉

BASALTO
バサルト

カウンター

BIANCO LUNA
ビアンコ ルナ

扉

ROVELE GRIGIO
ロベーレ グリジオ

扉

セット品番 シンク 扉色 カウンター サイズ 定価

MAC-120R-BⅠBⅠ 右

ビアンコ ルナ

アレス ビアンコ

W1200
D600
H860

¥154,000

MAC-120L-BⅠBⅠ 左

MAC-120R-BⅠBT 右
バサルト

MAC-120L-BⅠBT 左

MAC-120R-NCBⅠ 右
ノッチェ オーク アレス ビアンコ

MAC-120L-NCBⅠ 左

MAC-120R-RVPT 右
ロベーレ グリジオ ピエトラ グレー

MAC-120L-RVPT 左

セット品番 シンク 扉色 カウンター サイズ 定価

MAC-90R-BⅠBⅠ 右

ビアンコ ルナ

アレス ビアンコ

W900
D600
H860

¥139,000

MAC-90L-BⅠBⅠ 左

MAC-90R-BⅠBT 右
バサルト

MAC-90L-BⅠBT 左

MAC-90R-NCBⅠ 右
ノッチェ オーク アレス ビアンコ

MAC-90L-NCBⅠ 左

MAC-90R-RVPT 右
ロベーレ グリジオ ピエトラ グレー

MAC-90L-RVPT 左

120

t 20

600905

720

t 20

600
1205

720

120

〔セット商品内容〕
キッチン家具・ラミネートカウンター ( シンク穴有 )・排水栓・排水管・ステンレスシンク (FS-1140060)
※コンロ穴が必要な場合は、営業担当までお問い合わせください。

〔セット商品内容〕
キッチン家具・ラミネートカウンター ( シンク穴有 )・排水栓・排水管・ステンレスシンク (FS-1140060)
※コンロ穴が必要な場合は、営業担当までお問い合わせください。

※別売の水受けプレートが必要となります。

W900

正面図 : W900 正面図 : W1200 側面図 : 共通

250

860

905

860

1205

250

600

250

860
φ40

120

110

G1-1/2″

※排水管の立ち上げが
　必要です。

W1200

水栓

吊戸

品番 吊元 扉色 価格

MAC47179-BⅠRT 右
ビアンコ ルナ

¥18,000

MAC47182-BⅠLT 左
MAC47183-NCRT 右

ノッチェ オーク
MAC47180-NCLT 左
MAC47181-RVRT 右

ロベーレ グリジオ
MAC47184-RVLT 左

LECCO
レッコ
GS-51013.031

販売価格
￥36,000

OZONE PULL OUT
オゾン プルアウト
GS-13925.031

販売価格
￥19,800

品番 吊元 扉色 価格

MAC47185-BⅠRT 右
ビアンコ ルナ

¥21,000

MAC47188-BⅠLT 左
MAC47186-NCRT 右

ノッチェ オーク
MAC47189-NCLT 左
MAC47187-RVRT 右

ロベーレ グリジオ
MAC47190-RVLT 左

W300 W600

定価 ￥139,000 〜

● 機器は別途となります。 ● アクセサリーは、オプション品です。 ● 搬入費、運送費、取付費は別途となります。 ● 機器は別途となります。 ● アクセサリーは、オプション品です。 ● 搬入費、運送費、取付費は別途となります。

コンパクトキッチン



75 76

Cozy Space
Floor

■スーパークッションターフ

■ボロン畳

くつろぎ空間

75

C
ozy Space

W
orking Space

C
afeteria,O

ffice Kitchen
For Little Kids

M
ethod & Reference

VIP M
eeting Room



77 78

C
ozy Space

W
orking Space

C
afeteria,O

ffice Kitchen
For Little Kids

M
ethod & Reference

VIP M
eeting Room

Super Cushion Turf
本物と見間違うほどのリアルな人工芝
裏面にはベッドのマットレスを 100% リサイクル使用したポリウレタン製クッション

パッドを貼り付け、高い衝撃吸収性を確保しました。土を敷けないベランダや屋上でも、

そこに本物の芝生があるかのように見せることができます。
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従来の人工芝は・・・

全部解決しました ! !

厚み：50mmCFTC-980

980mm

980mm

● 製造ロットにより寸法誤差がありますので、同一ロットで施工してください。 ● 梱包費が別途必要となります。 ● ハイヒール等で歩行すると、ジョイント部分にヒールがささり転倒
する危険性があります。 ● ボンドで床に固定する時は、ウレタンアドボン（AB-500U）が適合しています。 ● ジョイント式施工のため、激しい運動をする場所には不向きです。 ● 風
圧で飛ばされるような場所では使用できません。 ● 商品の特性上、静電気が発生する場合がございます。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● ガラス窓や扉
付近に施工する場合、太陽光の反射により表面が高温となり、緑色の芝が縮み茶色の芝が目立つようになるため変色したように見える事があります。 ● 窓際や壁際等太陽の反射光を
浴びる箇所は、使いはじめの半年間位に芝が縮み、多少 枯れ草風になります。（その後は進行しません） ● 収縮による隙間を埋める場合は、端材をご使用ください。 ● 輸入品につき
一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。

サイズ（mm） 販売単位 販売価格
980 × 980 × 50（± 10） 1 枚 ¥13,500/ 枚 

商品仕様
用　　途： 屋外床敷用人工芝
サ イ ズ： 980×980×50mm
＊芝高さ： 25mm ± 10％（バッキング込）
重　　量： 5.5kg ± 10％ /m²
芝 本 数： 382,200 ± 10％本 /m²
製造工程： ミシン縫い（芝生部分）
素　　材： 芝 生 部 分 / ポリエチレン 100％
　 バッキング込 / ポリプロピレン 100％
　 ショックパッド / リサイクルポリウレタン 100％
カ ラ ー： ナチュラルグリーン
UV 試験：  DIN53387 規格テスト（6,000 時間 /8年相当）

に合格
耐海水性： ISO105-E02 Grade=5合格。
耐塩素性： ISO105-E03 Grade=5合格。

（プール水等）
排 水 量： 180mm/ 時間
耐 火 性： Class Efl-（欧州規格）

耐転倒性： EN1177
頭部障害基準： HIC 値　1.3 合格
防　　災： 防災性能試験番号　E1140142

下地について ＊平滑で水はけの良い下地に施工してください。

1.  コンクリート、セラミックタイル、ウッドデッキ等。

2.   土の上に施工する場合は、5cm 以上の砂下地を作る必要が

あります。その場合は必ず転圧機を使用して、下地を締め

固めてください。

パネル式だから、汚れたパネルだけ

を取り外して洗うことができます。

ペットが粗相をしても、ドリンク

や食べ物をこぼしても水洗いすれ

ば大丈夫！（汚れが落ちない場合

は中性洗剤を使用してください。）

「FIFA 国際サッカー連盟」「FIH 国際ホッケー連盟」

「ITF 国際テニス連盟」「IRB 国際ラグビー評議会」の推奨メー

カーとして指定された工場で製造されています。

施工場所

ベランダ、庭、屋外スペース、テラス、遊具施設周り、保育園

や幼稚園など。

屋内でも屋外でも使用できます。

④ 掃除がカンタン

つぶれにくく、ふわふわが持続
ストレートな芝糸や縮れた芝糸など様々な形状の芝糸を組み合わせ

ました。だから芝糸がつぶれにくく、ふわふわが持続するのです。

リアルな色合い
枯芝や色味が異なる芝を混ぜ、自然な風合いをリアルに再現。

優れた透水性
排水溝と排水穴があり、180mm/ 時間の水も排水できます。

パネル式なので施工が簡単です。一枚の重さはたったの 5.5kg。

端部はカッターナイフで簡単にカットできます。凸凹をはめるだけで、ジョイント金具などは不要です。

※芝の流れる方向により隣り合わせになる芝パネルと色が違って見えることがあります。向きを変えて設置す

る、ブラシで芝を整える等の工夫をしながら施工してください。施工前に必ず仮並べをしてから、施工してく

ださい。（これに従っても、多少色が違って見える場合もあります。）

※端部は裏面からカッターナイフと定規で簡

単にカットできます。

欧州規格 EN1177 を取得しています。つまり遊具下に使用する衝撃吸収素

材としての安全基準に適合しているということです。

また、チクチクしないので寝転んでも快適です。

① こだわりの高品質

芝生が倒れてしまったり、くせがついてしまったりすると、元に戻りにくい。NG

太陽光があたると、いかにもビニールというような不自然な反射がある。NG

寝転ぶとチクチクする。透水性が低く、雨のあとにシートがよれたりする。NG

② 施工がカンタン

③ 安心の衝撃吸収性

⑤ 世 界 で 認 め ら れ た 品 質 基 準

安心の 25mm
素材はベットのマットレスを 100% リサイク

ル使用。歩行感が良く、転倒しても安心です。

芝糸

排水溝 排水穴クッションパッド

25mm

25mm

Point 特 性

スーパー クッション ターフ

岩

衝撃吸収

新建材　スーパー クッション ターフ
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BOLON TATAMI
ラグジュアリーで高機能 史上最高の畳
人に、ペットに、環境に優しく、キレイが長持ち。

並べるだけの置き敷きタイプとカスタムオーダー型の敷き込みタイプの

2 種類を準備しました。
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Point 特 性

（全15デザイン）

ボロン畳 Ⓡ　　

素足にやさしい肌触り

免疫力の弱い赤ちゃんやお年寄りはお肌がデリケート。

従来の畳ではダニやカビの問題がありましたが、ボロン畳® な

ら大丈夫。赤ちゃんからお年寄りまで安心してご使用いた

だけます。

畳の上を素足で歩いたり、ごろんと寝転ぶ気持ち良さは

格別なくつろぎを与えてくれます。そんな畳の素晴らしさ

に耐久性と北 欧のデザインをプラスしたのがボロン畳 ®

です。

裏側には滑り止めが貼ってあるので置くだけでも滑りにくい仕

様になっております。フローリングや石などの床に置くだけ

で使用可能です。

クッション性があるので硬いフローリングでは転倒が心配とい

うご年配の方やお子様の部屋にも、ボロン畳® は置くだけで

安心感が生まれます。1 枚 4.5kg の重さなので簡単にレイ

アウト変更ができます。

置くだけ簡単
置き敷き。フローリングや石の
床の上に置いてください。

既存フロア

ボロン畳®

クッション性があるので
高齢 者も安心

床暖 房対応

ペットが いるご 家 庭でも安心

汚れ・色あせに強い 　

畳にクッション性があるので長時間座っていても膝への負担

が軽くなります。転倒した場合でも、衝撃を吸収してくれるの

で安心です。

家族みんなが集まるリビングに足元から暖まる心地よさ。

床暖と畳が楽しめ、至福の時をお過ごしいただけます。

ペットフレンドリー
・爪で引っ掻いてもほつれません。

・程よいグリップがあるので腰に負担がかかりません。

・うっかり粗相をしても汚れが染み込みません。

天然い草に比べ、ボロン畳® はほとんど色あせがないため、

日光の入る部屋でも安心です。

ボロン畳 ® は吸水率が低く、シミや汚れも簡単にお手入れ

ができます。

史 上 最 強だからキレイが長 持ち

置き敷きタイプなので設 置は並べるだけ
お好みでコーディネートもレイアウト変 更も自由自在

暮らしに安心 素 材

天然い草

天然い草

ボロン畳Ⓡ

ボロン畳Ⓡ

シミになりやすい

色あせしやすい

シミになりにくい

色あせしにくい

ほとんど傷が残りません！

ボロン 天然い草 和紙 ポリプロピレン樹脂

試験結果 100 回転 500g

置くだけ簡単
置き敷き。フローリングや石の床の上に置
いてください。

回転式磨耗検査機を使用し、畳表として使用されている他の素材と共に 100 回転試験

をしてみました。

30秒でわかる
ココがすごい！

「ボロンの機能性と
メンテナンス方法」

新建材　ボロン畳
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BKB SISAL
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● 踏み込んだ場合とそうでない場合で2mmほど誤差があります。開閉扉との干渉などに注意してください。 ● 表示価格には、運賃は含まれておりません。

塩化ビニル97％＋ポリエステル1.5％＋
グラスファイバー1.5％

バッキング：塩化ビニル＋グラスファイバー

断
面
図

工　法 下地 接着剤

一般工法
モルタル・コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐湿工法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

ピールアップ工法 スチールの二重床
ピールアップアドボン

（AB-700P）

施
工
方
法

※床暖房をご利用される場合は、ウレタンアドボン（AB-500U）をご利用ください。

BOTANIC
　　　ボロン畳Ⓡ ボタニック

　　　ボロン畳Ⓡ ニュークリエイト

　　　ボロン畳Ⓡ BKB サイザル

シリアベージュ
SBT-1054.09（870 角）

コンベルソ
SBT-1054.16（870 角）

イグサミディアム
SBT-1054.76（870 角）

ナチュラルブラック
SBT-1053.65（870 角）

チリアブラウン
SBT-1054.12（870 角）

オジエ
SBT-1054.15（870 角）

ファシオ
SBT-1054.18（870 角）

イグサベージュ
SBT-1054.73（870 角）

ビバ
SBT-1054.11（870 角）

アイリス
SBT-1054.13（870 角）

コマー
SBT-1054.17（870 角）

プレーンサンド
SBT-1053.64（870 角）

プレーンベージュ
SBT-1053.62（870 角）

ピセア
SBT-1054.14（870 角）

販売価格 ￥12,000/ 枚

販売価格 ￥13,000/ 枚

販売価格 ￥11,000/ 枚

自然の美しさ×伝統的ハンドクラフト
北欧の花、ハーブ、植物をモチーフに自然界のもつ多様な美しさを表現することで、
現代的でありながら懐かしい色合いに。

３D 効果と光の反射によるインパクト。
最新技術が、３D 効果を持ちつつ光の反射効果を最大限に見せる織り
方を実現しました。1 日の光の変化、室内の設置場所、あなたの居場所
によって全く異なる色調に見えるのが特徴です。

ボロンの代名詞とも言える定番シリーズ
ロープを作るために使用される強度の強い繊維をもつ中央アメリカ産のサイザル麻に着
想を得て開発。合わせやすい柄が魅力です。　

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
870 × 870 × 15 1.32 １ケース（2枚）【約1.52m²相当】 9 ￥12,000/ 枚 ￥24,000/ケース

サイズ（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
870 × 870 × 15 1.32 １ケース（2枚）【約1.52m²相当】 9 ￥13,000/ 枚 ￥26,000/ケース

床暖房

類似品にご注意ください
ボロンはスウェーデン製ビニル床材です。
他社の類似品は弊社の品質とは大きく異なります。

厚さ15㎜

全てのカラーで
施工例チェック

サイ　　（mm） m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
870 × 870 × 15 1.32 １ケース（2枚）【約1.52m²相当】 9 ￥11,000/ 枚 ￥22,000/ケース

全てのカラーで
施工例チェック

新建材　ボロン畳
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小さなお子様のために
（社内託児所・お子様連れ出勤 OK のオフィス）
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ALK Floor
歩行感は柔らかいのに表面は硬いから足元が沈みこみ過ぎず安心です。
クッション性の高い床材は、現代生活に欠かせません。

床の安全性を高めるために、快適な暮らしを手にするために、

様々な目的にあわせてお使いいただけます。
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単独気泡（アルクフロア）

連続気泡（他社製品）

バリアフリー新法
高齢社会対策と共生社会実現の為、平成18年12月20日に施行された法律
です。転倒事故が発生すれば、事故当時における床の「滑り抵抗係数」に
よって管理者の責任が問われることがあります。訴訟事例、判例を見てもそ
のことが重要視されるようになりました。

東京都福祉のまちづくり条例の施設整備マニュアルに記されているCSR値
は以下のとおりです。
※建築分野では、CSR値が0.4以下の場合“滑りやすく危険”と評価してい
ます。

要介護になる要因の第５位が「骨折・転倒」
脳血管疾患や関節疾患、心疾患などの身体の病気の他に

「骨折・転倒」が高い割合をしめています。

おすすめ使用エリア
●ケアハウス・サービス付高齢者向け住宅などの福祉施設
●個人病院・クリニックなどの待合室
●ジム・ヨガスタジオ・スパ
●幼稚園・児童館・児童養護施設・小学校・中学校　など

滑りの評価指標
材料・仕上げ（東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル）
C.S.R.（Coefficient of Slip Resistance）滑り抵抗係数
C.S.R.＝0.00（最小値）〜0.99（最大値）

アルクフロア 4.5

清掃時 硬底 0.783 清掃時 軟底 1.248

水・ダスト 硬底 0.536 水・ダスト 軟底 0.540
下足で歩行する部分 上足で歩行する部分 素足で歩行する部分 傾斜路部分

0.4 以上 0.35 以上 0.45 以上 0.5 以上

床の安全性＝衝撃吸収 + 滑りにくさ

グラスファイバー層

PVC 減圧層

単独気泡フォームバッキング層

PVC バッキング層

100％ PVC 表面層 0.5mm

転倒安全の目安
100G以下が望ましい！
※幼稚園、保育園、学校、病院、
高齢者施設、運動競技施設など
で転倒衝突の頻度が高く配慮
が望まれる床での推奨値です。

衝撃吸収性

キャスター走行性

優れた耐久性・防汚性 床暖房対応

耐薬品性

へこみに強い

滑りにくい

一般的な床材に比べ、衝撃吸収性に優れているので、

万が一転倒してもその衝撃を柔らげます。

コシが強く、沈みすぎないので、キャスター走行性が良好です。

車イスや手押し配膳車、キャスター付ベッドも楽々移動できます。

トップフィルムは 0.5mm 厚だから、耐久性抜群。

汚れにも強く、汚れてもサッと拭くだけできれいになります。

車イスなどを使用してもキズがつきにくいから安心です。
※屋外でご使用になった車イスを乗り入れた際、
　付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。

アルクフロアに約 200kg の

重量物を１ヶ月間置きました。

表面がへこみました。 1 週間でほぼもとの状態に戻ります。

耐アンモニア性能にすぐれ、床面の変色・ツヤ変化を抑えます。

塩素系消毒に対しても耐性があり、医療器具やリネンなどの消毒

に使用される次亜塩素酸ソーダ６% も使用可能！

テーブル、ベッド、冷蔵庫などを長期間放置した際に発生するへこみ跡が残りにくい構造になっています。

アルクフロアは床暖房対応です。

滑り抵抗値（C.S.R 値）0.536　

駅公共施設では、0.5 以上が推奨されています。
※ 電子機器の脚等に使われている一部のゴムとの接触によって、表面が汚染される場合があります。 

ご注意ください。

1ヶ月後 1週間後

試験法 規格 数値 規格 数値 規格 数値

JIS A 1454

加熱による長さ及び幅変化率
長さ -0.05

耐
汚
染
性

大豆油 0（影響なし）
滑
り
値

清掃 硬底（C.S.R） 0.783

幅 -0.03 潤滑油 0（影響なし） 水 + ダスト 硬底（C.S.R） 0.536

吸水による長さ及び幅変化率
長さ ＋ 0.03 90% エタノール 0（影響なし） 清掃 軟底（C.S.R） 1.248

幅　 ＋ 0.02 10% アンモニア水溶液 0（影響なし） 水 + ダスト 軟底（C.S.R） 0.540

へこみ量（mm）　23℃ 2.95　　　　　 5% フェノール水溶液 0（影響なし） 転倒衝突時のかたさ　Gs（G） 107.5

残留へこみ量（mm） 0.26　　　　　 牛乳 0（影響なし） 各種動作時の硬さ 0.335

耐
汚
染
性

2% 水酸化ナトリウム 0（影響なし） 醤油 0（影響なし） いたさ（PI） -1.670

5% 塩酸 0（影響なし） 5% 酢酸 0（影響なし） キャスター走行性　Fs（Kgf） 8.4

セメントペースト 0（影響なし）

 Fs（Kgf）

アルクフロア 4.5

平滑コンクリート下地

コルクタイル

※数値が低いほどキャスター性が良い

0 5 10 15

9

15

8.4 移動しやすい！

高い衝撃吸収性をもった医療福祉施設、児童施設におすすめの床材。高密度の単独気泡フォームバッキング層が 

運動時の衝撃を吸収。表面は硬いが、歩行感は柔らかい足に優しいビニル床シートです。

ALK FloorⓇ Point 特 性

アルク フロアⓇ

 転倒衝突時のかたさ実験（G 値）

アルクフロア 6.5

アルクフロア 4.5

一般的な
クッションフロア

一般的な
フローリング

一般的な
コンポジションタイル

コンクリート床

※数値が低いほど安全性が高い

160 〜 170

160

135

130

96.8

107.5

0 16040 80 120

安全！

発泡複層ビニル床シート HS
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溶接棒　販売価格 ￥5,500 / 本　サイズ：φ4mm × 50m　重量：1.2kg / 本

● 専用の溶接棒があります。（熱溶接のため、溶接部分と床材に光沢の差が生じる事があります。） ● 二重床等やわらか
い床の上へ施工すると、目地の溶接棒が剥がれる恐れがありますので、施工は必ず固い下地面へお願いします。 ● 社内の温
水床暖房熱耐久試験に合格しております。 ● 電子機器の脚等に使われている一部のゴムとの接触によって、表面が汚染さ
れる場合があります。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社まで
お問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

サイズ 販売単位 ロール重量（kg） 販売価格 販売価格
幅1.8m×長さ12.5m乱×厚さ4.5mm 1ロール 約 82 ¥3,380/m² ￥76,050/ ロール

衝撃吸収
厚さ4.5㎜

マットPU
WAX不要

1のみ断
面
図

4.5
mm

グラスファイバー
PVC 減圧層

単独気泡フォーム
バッキング層

PVC バッキング層

100％ PVC 表面層0.5mm

定番の木目柄を、豊富な 5 色で取り揃えました。 衝撃吸収性 G 値が 96.8 の高性能。
プロスポーツの体育館の床としても使用できる性能です。

施
工
方
法

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・
コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐 湿 工 法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

床暖房対応

新建材　発泡複層ビニル床シート HS

アンティーク・オーク
1 ALBG-6811-PU

2 ALBG-6811-L
（溶接棒 YBM-6811）

ウォルナット
1 ALBG-6815-PU

2 ALBG-6815-L
（溶接棒 YBM-6815）

ホワイト・オーク
1 ALBG-6812-PU

（溶接棒 YBM-6812）

岩

ナチュラル・オーク
1 ALBG-6819-PU

（溶接棒 YBM-6819）

岩

スモーク・オーク
1 ALBG-6810-PU

（溶接棒 YBM-6810）

岩

約100
mm

約61
mm

約66
mm

約100
mm

約60
mm

ALK Floor® 4.5 ALK Floor® 6.5
　　　アルク フロア ®4.5 　　　アルク フロア ®6.5

販売価格　￥3,380/m² 販売価格　￥4,580/m²

衝撃吸収

溶接棒　販売価格 ￥5,500 / 本　サイズ：φ4mm × 50m　重量：1.2kg / 本

● 専用の溶接棒があります。（熱溶接のため、溶接部分と床材に光沢の差が生じる事があります。） ● 二重床等やわらか
い床の上へ施工すると、目地の溶接棒が剥がれる恐れがありますので、施工は必ず固い下地面へお願いします。 ● 電子機
器の脚等に使われている一部のゴムとの接触によって、表面が汚染される場合があります。 ● 輸入品につき一時的に品切
れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、
現物とは若干色が異なります。 ● 社内の温水床暖房熱耐久試験を行っております。結果については、弊社ウェブサイトでお
知らせします。

衝撃吸収
厚さ6.5㎜

マットPU
WAX不要

1のみ断
面
図

6.5
mm

グラスファイバー
PVC 減圧層

単独気泡フォーム
バッキング層

PVC バッキング層

100％ PVC 表面層0.5mm

施
工
方
法

工　法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・
コンクリート下地

（含水率 8％以下）

アクリルアドボン
（AB-300A）

耐 湿 工 法
ウレタンアドボン

（AB-500U）

サイズ 販売単位 ロール重量（kg） 販売価格 販売価格
幅1.8m ×長さ15m乱× 厚さ 6.5mm 1ロール 約 122 ¥4,580/m² ￥123,660/ ロール

約
62mm

約
64mm

スモーク・オーク
1 ALBG-6810T65-PU

2 ALBG-6810T65
（溶接棒 YBM-6810）

ナチュラル・オーク
1 ALBG-6819T65-PU

2 ALBG-6819T65
（溶接棒 YBM-6819）

岩
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FA（フリーアクセス対応）タイプの施工方法とメンテナンス

施工の前に

施工手順

メンテナンス

1

2

3

4

5

6

7

9

8

■下地の点検 ■割り付け
墨出し ■材料保管 ■材料確認 ■養生

●①平滑さ、②乾燥、③強度、④汚れを点検します。
●施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。
●材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。
①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
②室内温度10～25℃、湿度75％以下での保管が最適です。
●品番・ロット番号・数量を確認し、同一場所に他のロットのものが混在しないようにしてください。
●①平滑さ、②乾燥、③強度、④汚れを点検します。
●10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイルを箱から取り出して、表面を上にして1～2日程度積み重ね、クセを取り除いてください。
特に冬季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してください。

施工する部屋の中心を基準にして、直角に交わるタテ、ヨコの
基準線を墨出しし、部屋を4区分します。出入り口、廊下、壁
面などには極端に小さなカットが入らないように、中心点を調
整して割り付けてください。

基準線に沿って基準タイルを施工します。

施工はピラミッド工法のようにすすめてください。

製品によって流し貼り又は市松貼りにて貼ってください。

同一場所は同ロットの製品で施工してください。
施工前に必ず品番、ロット番号、数量を確認してください。

目違い修正は、圧着する前に修正してください。

接着剤が硬化するまでは、冷暖房による急激な温度変化や直
射日光は避けてください。

壁際などの端部は、隙、浮きのないように納まりよくカットし、
ハンドローラー等で入念に圧着してください。圧着不足は接
着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因
になります。

接着剤は、ピールアップ接着剤（アクリル樹脂系エマルジョン
形）をご使用ください。

●ワックスによるメンテナンスは必要ありません。

●日常清掃は、チリ、ホコリを取り除き、固く絞ったモップ、雑巾で
汚れを拭き取ってください。

●取れにくい汚れには、中性洗剤を含ませてよく拭き取ってくだ
さい。

目地ズレが発生した場合は、ズレが大きくなる前にタイ
ルをカットし、目地調整をしてください。

注意

下地パネルとタイルの端を揃えて貼ると、目地スキ段差が
発生しますのでご注意ください。

注意

下地パネルの段差は1㎜以内、隙間は1～2㎜以内になるよう、
レベル調整を正確に行ってください。

●15℃以上の室温になじませてから施工してください。タイルと
室温に温度差があると施工後突き上げ、目地隙を引き起こす原
因になります。

●タイルのつめすぎは、施工後突き上げの原因になります。

●パネルの目地をまたぐ様に施工します。
パネルの目地とタイルの目地が重ならない様タイルをカットし、
目地を調整してください。

正方形タイプ 長方形タイプ

二重床（OA下地）に施工する場合の注意点

基準線

中心線
施工順位

レベル調整は、
段差がないようにする 隙間1～2㎜以内

許容範囲
段差1㎜以下

下地パネル 下地パネル 

タイル タイル 

FA（フリーアクセス対応）タイプの施工方法とメンテナンス
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ボブテックスフロアの施工方法とメンテナンス

施工の前に

施工手順
1

2

3

4

5

6

7

8

9

■下地の点検 ■割り付け
墨出し ■材料保管 ■材料確認 ■養生

●①平滑さ、②乾燥、③強度、④汚れを点検します。
●施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。
●材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。
①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
②室内温度10～25℃、湿度75％以下での保管が最適です。
●品番・ロット番号・数量を確認し、同一場所に他のロットのものが混在しないようにしてください。
●①平滑さ、②乾燥、③強度、④汚れを点検します。
●10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイルを箱から取り出して、表面を上にして1～2日程度積み重ね、クセを取り除いてください。
特に冬季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してください。

施工する部屋の中心を基準にして、直角に交わるタテ、ヨコの
基準線を墨出しし、部屋を4区分します。出入り口、廊下、壁
面などには極端に小さなカットが入らないように、中心点を調
整して割り付けてください。

基準線に沿って基準タイルを施工します。

施工はピラミッド工法のようにすすめてください。

製品によって流し貼り又は市松貼りにて貼ってください。
流し貼りも可能ですが、流し貼りの場合柄はつながりません。
※必ずウマ貼りで施工してください。
※流し貼り（ウマ貼り）でも角度により一枚ごとに見える場合
があります。

下地パネルの段差は1㎜以内、隙間は1～2㎜以内になるよう、
レベル調整を正確に行ってください。

目地ズレが発生した場合は、ズレが大きくなる前にタイ
ルをカットし、目地調整をしてください。

注意

同一場所は同ロットの製品で施工してください。
施工前に必ず品番、ロット番号、数量を確認してください。

目違い修正は、圧着する前に修正してください。

接着剤が硬化するまでは、温度変化や直射日光は避けてくだ
さい。

壁際などの端部は、隙、浮きのないように納まりよくカットし、
ハンドローラー等で入念に圧着してください。
圧着不良は接着不良につながり、後日床タイルの反り、突上
げ、剥がれなどが生じる事があります。

下地や施工場所によって、適した接着剤の選定をお願いし
ます。

●10℃以上の室温になじませてから施工してください。
●調整ラインを設定し、目地ズレを修正してください。
●タイルのつめすぎは、突き上げの原因になりますのでご注意く
ださい。
●パネルの目地をまたぐ様に施工します。
パネルの目地とタイルの目地が重ならない様タイルをカットし、
目地を調整してください。

●目地が重なると目地スキ、段差などが発生する原因になります
のでご注意ください。

二重床（OA下地）に施工する場合の注意点

① 床用水切りワイヤー等で汚れを押し出すようにすくいとります。
② ぬるま湯や水でブラシ洗いします。汚れが落ちない場合は、
　 希釈した中性洗剤を 5 分程置き、ぬるま湯で洗います。
③ 水分や洗剤を完全に拭きとり、乾燥させます。
※汚れが激しい場合や広い面積の床には、ポリッシャーを用いたシャンプー
　クリーニングがお勧めです。
※洗浄後は、洗剤を完全に除去し乾燥させてください。
　洗剤や水分が残るとかえって汚れたり、耐久性が落ちる原因となります。

メンテナンス

タイル 

下地パネル 

1621 Grid SERIES
1625 Nebula SERIES

流し貼り 流し貼り（ウマ貼り） 市松貼り 流し貼り（ウマ貼り）

正方形タイプ（500㎜×500㎜）

基準線

中心線
施工順位

レベル調整は、
段差がないようにする 隙間1～2㎜以内

許容範囲
段差1㎜以下

ボブテックスフロアの施工方法とメンテナンス

施工について

アルク フロアの施工方法とメンテナンス

7. 貼り付け・圧着

メンテナンス

①墨に沿って貼り始め、空
気を押し出しながら貼り
付けます。

②45㎏以上のローラーなど
で中 央から継ぎ目に向
かって残った空気を押し
出すように圧着します。

③継ぎ目は6㎝重ねます。
　注）ロス分は材料代に含まれてお

りません。

④端から3㎝のところに定
規をあて、重ね切りしま
す。

⑤ 重ね切りした部分 の床
シートを持ち上げ、下地に
接着剤を塗布し、オープ
ンタイムをとってから貼り
付けます。

⑥ハンドローラー等で入念に
圧着してください。

3cm

6cm

圧着不足は接着不良につ
ながり、後日突き上げ、
剥離などを引き起こす原
因になります。

！

8. 目地処理

●外部からの土や砂の持ち込みは、床材表面を傷
つけて摩耗を早めるなどの原因になります。出
入り口にはマット類などの設置が必要です。

●傘などからの雨水は、目地や継目から水分が浸透し、
剥離の原因となります。出入り口にマット類、傘立て
等を用意してください。雨水が持ち込まれた時は、直
ちに除去するようにしてください。

●ハイヒールや家具など局部荷重を
受けますと、圧痕が残る可能性があ
りますので注意してください。

●タイヤのゴムや椅子のキャスターの
ゴムなどによって、ビニル床材の表
面が変色することがありますので、
間に保護板を入れてください。

［床材を長持ちさせるために］

[下記のような場所では溶接を行ってください]
(1)継ぎ目より水が浸入し、剥離の原因となりやすい場所
(2)衛生的に特に注意を払わなければならない場所（例：病院、食堂）
(3)重歩行用の場所、濡れたものが入りやすい場所（例：学校、店鋪、公共建物）

アルク フロア溶接棒
￥5,500/ 本
サイズ：φ 4㎜× 50m
重　量：1.2㎏ / 本

[溶接方法]
(1)熱溶接はシート施工24時間経過以降に行なってください。
(2)U字溝切り器を使い、幅およそ2.5〜3㎜、深さおよそ1.5㎜の溝を切ってください。
(3)内径5㎜のノズルをお使いください。
(4)ライスター溶接機の温度設定は350〜400℃とし、実際に溶接棒が通過するノズル部分の温度がおよそ

180℃になるようにしてください。（目安 2M/分）
(5)シート表面を焦がさないように、また溝の両脇にはみ出さない様上手に溶接棒を溶接してください。
(6)溶接が済んだら、2度に分けて余盛り部分をトリミングします。
   a.溶接後、溶接棒がまだ暖かいうちに、三日月ナイフをカッティングプレートに装着し、溶接棒余盛り部を粗切り（1

回目のトリミング）します。
   b.1回目のトリミング終了後、溶接棒余盛り部が少し冷めてから仕上げ
　（2回目）のトリミングを三日月ナイフのみでしてください。※熱溶接のため、溶接部分と床材に光沢の差が生じる事があります。

※本施工前に、必ずサンプルにて溶接棒の密着度を確認してください。

●ひどい汚れは中性洗剤などを希釈し、
雑巾等で拭き取った後、水拭きしま
す。

●日常の掃除は、ダストワイパーでホ 
　コリや塵を除去してください。
●部分的な汚れは固く絞ったモップ、 
　雑巾等で水拭きしてください。

注）洗浄の際、水を大量にまくと目地の間から
水が下地にしみ込み、剥離の原因となります。

（長尺で溶接工法の場合は問題ありません）

！

1. 下地の点検

2. 割り付け・墨出し
●施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、
　割り付け、墨出しをします。

3. 材料保管
●材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。
　ビニル系床材は温度による影響を受けやすいので、
　特に冬期の保管管理は重要です。
①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
②室内温度10〜25℃、湿度75％以下での保管が最適です。
③床シートは垂直に立てて保管してください。
④床シートの耳の部分がつぶれたり、変形しないように注意してください。

4. 材料確認
●品番・ロット番号を確認し、同一場所に他のロットのものが
　混在しないようにしてください。

5. 養生
●ロールの方向を確認します。
●5〜10㎝の余分を計算に入れて、床シートを粗切りします。
●この状態で、10℃以上に保たれた室内に床シートを少なくとも24時間

仮敷きして、室内温度になじませ、巻きグセ、伸縮などを取り除いてくだ
さい。

を点検します。① 平滑さ ② 乾燥 ③ 強度 ④ 汚れ

6. 接着剤塗布
●墨から15㎝ずつの幅を残して接着剤を塗布します。床シー

トを重ね切りした後、その部分に接着剤を塗布し圧着しま
す。

●接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。
●使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照くだ

さい。
●木下地のような通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜け

にくいため、残留溶剤による塩ビタイルの伸びを引き起こ
し、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場
合は接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープンタイ
ムを長めにとってください。

●アドヴァン専用の接着剤以外の接着剤をご使用の際のク
レーム等はお受けできません。

●クッションフロアーなどの既存床の上に重ねて施工しないで
ください。

●施工は専門業者にご依頼ください。

ロールの方向

耐水工法

ウレタンアドボン
（AB-500U）
ウレタン樹脂系
溶剤形（1液性）
15㎏/缶
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施工について

1. 下地の点検 ①平滑さ ②乾燥 ③強度 ④汚れ を点検します。

2. 割り付け・墨出し
●施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。

3. 材料保管
●材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。ビニル系床材は温度による影響を受けやすいので、
特に冬季の保管管理は重要です。
①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
②室内温度10～25℃、湿度75％以下での保管が最適です。
③端部の発泡は、はずさないでください。
④床シートの耳の部分がつぶれたり、変形しないように注意してください。

床シート 床タイル

4. 材料確認
●品番・ロット番号を確認し、同一場所に他のロットのものが混在しないようにしてください。

5. 養生（長尺）
●ロールが同一方向にあることを確認します。
●5～10cmの余分を計算に入れて、長尺シー
トを粗切ります。
●この状態で、10℃以上に保たれた室内に長
尺シートを少なくとも24時間仮敷きして、
室内温度になじませ、巻きグセ、伸縮などを
取り除いてください。

5. 養生（500角）
●10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイル
を箱から取り出して、表面を上にして1～2日程
度積み重ね、クセを取り除いてください。特に冬
季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してく
ださい。

　   ビニル系床材は温度によ
る影響を受けやすいので、
特に冬季の養生管理は重要
です。養生を十分に行わず
に施工しますと、施工後温
度差による材料の伸びによ
って突き上げなどを起こし
ます。

ロールの方向 

！

表面 

6. 接着剤塗布
●長尺シート・500角タイルは墨から15cmずつの幅を残して接着剤を塗布します。長尺シートを重
ね切りした後、その部分に接着剤を塗布し圧着します。
●接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。
●使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照ください。
●木下地など通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいため、残留溶剤による塩ビタイルの伸び
を引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は、接着剤の塗布量を標準
より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。
●アドヴァン専用接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
●クッションフロアーなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。
●施工は専門業者にご依頼ください。

床シート

一般工法 耐水工法

○
○

ボロンシート

ボロンタイル

ウレタンアドボン
（AB-500U）
ウレタン樹脂系
溶剤形（1液性）

15㎏

　     モルタル、木質下地へは一般工法もしくは耐水工法にて施工してください。！

○
○

アクリルアドボン
（AB-300A）
アクリル樹脂系
エマルション形
15㎏/缶

ボロンの施工方法とメンテナンス

1237

7. 貼り付け・目違い
　修正・圧着（500角）
●施工する部屋の中心を基準にして、直角に交わるタテ、ヨコの基
準線を墨出しし、部屋を4区分します。出入り口、廊下、壁面な
どには極端に小さなカットが入らないように、中心点を調整して
割り付けてください。

●基準線に沿って基準タイルを施工します。
●施工はピラミッド工法（図1）のようにすすめてください。
●市松貼りを標準としてください。

●目違い修正は、圧着する前に全て完了させてください。
●接着可能時間内に75kg以上のローラーなどでよく圧着します。
●接着剤が硬化するまでは、冷暖房による急激な温度変化や直射日
光は避けてください。

●壁際などの端部は、隙、浮きのないように納まりよくカットし、
ハンドローラー等で入念に圧着してください。圧着不足は接着不
良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になり
ます。
二重床（OA下地）に施工する場合の注意
●下地パネルの段差は1㎜以内、隙間は2㎜以内になるよう、レベ
ル調整を正確に行ってください。

●15℃以上の室温になじませてから施工してください。タイルと
室温に温度差があると施工後突き上げ、目地隙を引き起こす原因
になります。

●タイルのつめすぎは、施工後突き上げの原因になります。
●図2のように下地パネルの目地をまたぐように、1/2ずらして割
り付けしてください。これは、下地の不陸が表面に現れにくくす
ると同時に水などをこぼした場合に、直接パネル下に落ちるのを
防ぐためです。

施工後のワックスがけは不要です。！

図1

市松貼り

ボロン
タイル 

下地パネル 図2

7. 貼り付け・圧着（長尺）

8. シーム処理（長尺）

●床シートの継ぎ目をシーム処理してください。

①マスキングテープのジョ
イント部分を2㎜程度あけ
て、貼ります。

推奨シーム材：ヤヨイ化学工業（株）「シーム液タイプC」

②ジョイント部分にシーム剤
を塗布します。

③塗布後、マスキングテープ
をシーム剤が乾燥する前には
がします。

6cm

①墨に沿って
貼り始め、空
気を押し出し
ながら貼り付
けます。

3cm

②45kg以上
のローラーな
どで中央から
継ぎ目に向か
って残った空
気を押し出す
ように圧着し
ます。

③継ぎ目は6㎝
重ねます。
注）ロス分は材料代に含
まれておりません。
※ボロン・ロールの柄
はつながらないことが
あります。

④端から3㎝
のところに定
規をあて、重ね
切りします。

⑤重ね切りし
た部分の床シ
ートを持ち上
げ、下地に接
着 剤 を 塗 布
し、オープン
タイムをとっ
てから貼り付
けます。

！　　圧着不足は接
着不良につなが
り、後日突き上
げ、剥離などを引
き起こす原因にな
ります。

⑥ハンドロー
ラー等で入念
に圧着してく
ださい。

［床材を長持ちさせるために］

●外部からの土や砂の持ち込み
は、床材表面を傷つけて摩耗
を早めるなどの原因になりま
す。出入り口にはマット類な
どの設置が必要です。

●ハイヒールや家具など局部
荷重を受けますと、圧痕が
残る可能性がありますので
注意してください。

●傘などからの雨水は、目地や継目から水
分が浸透し、剥離の原因となります。出
入り口にマット類、傘立て等を用意して
ください。雨水が持ち込まれた時は、直
ちに除去するようにしてください。

●タイヤのゴムや椅子のキャス
ターのゴムなどによって、ビ
ニル床材の表面が変色するこ
とがありますので、間に保護
板を入れてください。

狭い面積の場合

①掃除機などでホコリや塵を除去します。
②モップがけするか、デッキブラシで軽くこする、もしくは小型の
スクラバー（自動床洗浄機）で清掃します。
　・モップは必ず固く絞ってください。
　・必ずきれいな温水を使用してください。
　・温水のみの清掃をお薦めします。どうしても洗剤を使用する場
　　合は、中性洗剤を使ってください。
　・洗剤を使った場合は、必ずその後にきれいな水でモップがけし
　　て、洗剤成分が床に残らないようにしてください。洗剤成分が
　　床に残ると、汚れがつきやすくなります。

広い面積の場合

①掃除機などでホコリや塵を除去します。
②エクストラクター（濯ぎ洗い機）、もしくはスクラバー（自動床洗浄機）
で清掃します。いずれも業務用清掃機です。
　・エクストラクターは温水にて清掃してください。
　・スクラバーは柔らかいブラシを低圧にて使用してください。
　・必ずきれいな温水を使用してください。
　・清掃機器は床の縦方向に流してください。
　・温水のみの清掃をお薦めします。どうしても洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使ってください。
　・洗剤を使った場合必ずその後十分に水洗いして、洗剤成分が床に残らないようにしてください。洗剤成分が床に
　   残ると、汚れがつきやすくなります。

メンテナンス

品質特性
寸法安定性
規　　格：EN 434（ヨーロッパ規格）
試験方法：試験体を80℃、6時間加熱し、翌日
常温に放置。加熱前との寸法の差を測定する。
試験結果：ロール、タイル共に0.25％未満（基
準は0.4％未満）
耐摩耗性
規　　格：EN 985（ヨーロッパ規格）
試験方法：繊維板の上に試験体を乗せ、その上

をナイロン製のキャスターが3つ装着している磨耗
試験機を25,000 回転させ、床材表面の変化を
測定する。
試験結果：変化なし
耐荷重性
規　　格：EN 433（ヨーロッパ規格）
試験方法：500N/cm2 の荷重を2.5 時間乗せ、
試験前と後の厚みの差を測定する。
試験結果：ロール、タイル共に0.2ｍｍ未満

耐衝撃音遮断性
規    格：ISO 140-8
試験方法：コンクリートスラブの上に床材を施工し
た時（A）と施工しない時（B）の階下で測定し
た衝撃音レベルの差（△ Lw）を求める。
試験結果：アルティザン、ボタニック　△ Lw＝
13dB、ナウ、エスニック及び BKB（サイザル）
　△ Lw＝15dB、グラフィック、及びエイト　△
Lw＝12dB

人体帯電圧
規　　格：ISO 1815（国際規格）
試験方法：試験体を施工した部屋に人間を歩行さ
せ、その後の人体と地面との電圧を測定し、その
差を測る。
試験結果：ロール、タイル共に2Kv 未満（基準
は2Kv 未満）

①掃除機などでホコリや塵を除去します。
②エクストラクター（濯ぎ洗い機）、もしくはスクラバー（自動床洗浄機）
で清掃します。いずれも業務用清掃機です。
　・エクストラクターは温水にて清掃してください。
　・スクラバーは柔らかいブラシを低圧にて使用してください。
　・必ずきれいな温水を使用してください。
　・清掃機器は床の縦方向に流してください。
　・温水のみの清掃をお薦めします。どうしても洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使用してください。
　・洗剤を使った場合必ずその後十分に水洗いして、洗剤成分が床に残らないようにしてください。洗剤成分が床に
　   残ると、汚れがつきやすくなります。

ボロン施工方法とメンテナンス
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[ 施工方法 ]

スーパークッションターフの施工方法

注意事項

● スーパークッションターフは、気温や湿度により伸縮や多少の反りが発生する場合があり、角部分が浮き上がってくる
場合があります。屋外に施工する場合は反りによる浮き上がりを防止するために、屋外用の両面テープやウレタン系接
着剤で部分固定することをお薦めいたします。

・ 推奨ウレタン系接着剤 
ウレタンアドボン 
（AB-500U）

● 芝の流れ方向により隣り合わせになる芝パネルと色が違って見える場合があります。その場合、向きを変えて設置す
るかブラシで整える等の工夫をしながら施工してください。（但し、これに従っても、多少色が違って見える場合も
あります。）

●太陽光が反射するガラス面付近に施工するとポリエチレン製につき表面が変色する場合があります。
●材質の特性上、静電気が発生する場合があります。
●製造ロットにより寸法誤差がありますので、同一ロットで施工してください。
●梱包費が別途必要となります。
●ハイヒール等で歩行すると、ジョイント部分にヒールがささり転倒する危険性があります。
●ボンドで床に固定する時は、ウレタンアドボン（AB-500U）が適合しています。 
●ジョイント式施工のため、激しい運動をする場所には不向きです。 
●風圧で飛ばされるような場所では使用できません。
●商品の特性上、静電気が発生する場合がございます。 
●商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 
●ガラス窓や扉付近に施工する場合、太陽光の反射により表面が高温となり、緑色の芝が縮み茶色の芝が目立つように
　なるため変色したように見える事があります。
●窓際や壁際等太陽の反射光を浴びる箇所は、使いはじめの半年間位に芝が縮み、多少 枯れ草風になります。
 （その後は進行しません）
●収縮による隙間を埋める場合は、端材をご使用ください。 
●輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせくだ
　さい。

[ 施工前の確認 ]

● 平滑かつ水はけの良い下地に施工してください（コンクリート、セラミックタイル、ウッドデッキ等）。
●  土の上に施工する場合は5cm以上の砂下地を作る必要があります。その場合は必ず転圧機を使用して、 
下地を締め固めてください。

上写真のように凹凸の部分にはめるだけ。ジョイント金具などは必要ありません。

完成写真






