
NT-2001 （実物大）NT-2010 （実物大） NT-2011 （実物大）

NT-2022 （実物大）NT-2016 （実物大） NT-2020 （実物大）

NT-2102
（ベース NT-2022）

（実物大）NT-2101
（ベース NT-2011）

（実物大） NT-2103
（ベース NT-2005）

（実物大）

NT-2007 （実物大）

NT-2019 （実物大） NT-2024 （実物大）

NT-2025 （実物大） NT-2026 （実物大）

パイル 原着ナイロン（6ナイロン）100%

 ※NT-2025、2026はBCFナイロン100%
バッキング PVC＋ガラス不織布

■ 組成

8,200円／m2

■ パイル長 5mmカット（全厚 7.5mm）

■ パイル密度 1/10G×11.8ST
※NT-2025、2026は1/10G×12.8ST

■ サイズ 50cm×50cm

【2,050円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-200cx
原着ナイロンカットの無地商品です。

■ 重量 21.1kg／ケース

■ 梱包 1ケース 16枚入り（4　 ）

試験番号 E 2120108
※NT-2025、2026はE 2120169

■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

※市松貼りをおすすめします。
※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。
※パイルの方向や傾斜により色差が生じ
　ます。
※製法上、ロットにより色差が生じる場合
　があります。

標準価格
（税別）

m2

パイル 原着ナイロン（6ナイロン）100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

8,400円／m2

■ パイル長 5mmカット（全厚 7.5mm）

■ パイル密度 1/10G×11.8ST

■ サイズ 50cm×50cm

【2,100円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-2100 コンチェルト
原着ナイロンカットのストライプ商品です。

■ 重量 21.1kg／ケース

■ 梱包 1ケース 16枚入り（4　 ）

試験番号 E 2120102■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ パターン写真 NT-2103

50cm

50
cm

標準価格
（税別）

m2

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。
※パイルの方向や傾斜によ
　り色差が生じます。
※製法上、ロットにより色差
　が生じる場合があります。

流し貼り 市松貼り
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NT-2008 （実物大）NT-2012 （実物大）

NT-2015 （実物大）NT-2014 （実物大）

NT-2005 （実物大）NT-2004 （実物大）

NT-2009 （実物大）NT-2028 （実物大）

NT-2027 （実物大）NT-2021 （実物大）

NT-2011・2024・2026（市松貼り）

NT-2101（流し貼り）・2011（市松貼り）
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パイル ナイロン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 2mm（全厚 5.3mm）

■ パイル密度 7000万本／m2（植毛）

■ サイズ 50cm×50cm

【2,400円／枚（枚売可）】

MADE IN ENGLAND

NT-1200 フロテックス
メンテナンス性、キャスター走行性、抗菌性に優れた
高密度植毛パイルの商品です。

■ 重量 14.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 12枚入り（3　 ）

試験番号 E 1110108■ 防炎

2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

● 海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

流し貼り 市松貼り

市松貼り

標準価格
（税別）

［NT-1201～1206］

［NT-1207～1210］

抗菌

■ パイル長 3mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/16G×11ST

■ サイズ 50cm×50cm

【2,450円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-1350・ NT-1350L

■ 重量 20.2kg／ケース

■ 梱包 1ケース 16枚入り（4　 ）

試験番号 E 1120064■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

標準価格
（税別）

（アントロン®ルーミナTM 6.6ナイロン）100%

バッキング PVC＋ガラス不織布

パイル 原着ナイロン■ 組成

■ 施工 ※市松貼りをおすすめします。
※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。

※流し貼り、市松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。

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。
※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。

NT-1201 （実物大） NT-1202 （実物大） NT-1203 （実物大）

イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ 

Ⅱ

（実物大）NT-1204 （実物大）NT-1205 （実物大）NT-1206

コ
ン
プ
レ
キ
シ
テ
ィ

（実物大）

（実物大）

NT-1207 （実物大）NT-1209 （実物大）NT-1210

NT-1208

ソ
ウ
ル

パターン写真

50cm

50
cm

50cm

50
cm

NT-1204 NT-1207

優れたキャスター走行性

■ 車椅子の直進走行性試験

1
走行しにくい

50 60

動き出すときの引っ張り最大荷重
走行しやすい
評価 5 4 3

10 20 30 400（Kgf） （N）商品名

フロテックス
医療用カーペットタイル 2.49 24.4

3.0 29.4一般カーペットタイル

2.63 25.8

2

※自社製品内での測定値であり、保証値ではありません。

特殊掛率品

高密度パイルの採用により、車輪のめり込みも少なく、移動ベッドや車イス
なども楽に移動できます。

ロードセル
（引っ張り試験機）

引っ張る

試験体

鉄板

［試験方法］
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右
のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗
せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静
止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き
出すときの力の大きさ（N値）を測定します。
●車椅子　重量 ： 21.1kg
　　　　　前輪 ： ゴム製 直径17cm
　　　　　後輪 ： チューブ式タイヤ  直径60cm
●試験者　重量 ： 64kg

グリーン購入法適応商品

NT-1351 （実物大） NT-1358 （実物大） NT-1359 （実物大）

N
T
-1
3
5
0

（実物大）NT-1360L （実物大）NT-1361L （実物大）NT-1362L

N
T
-1
3
5
0
L

（社）繊維評価技術協議会
 認証番号039SA00

剤名：有機系（ナリジスク酸）
長谷虎紡績株式会社

制菌加工

制菌加工（特定用途）
繊維評価技術協議会（JAFET）の基準をみたし、優れた
制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉
施設での医療環境を清潔に保ちます。
MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制
します。 

9,600円／m2

9,800円／m2

m2

m2



NT-1204・1208（市松貼り）
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試験方法
試験菌種

洗濯方法

JIS L 1902:2008,菌液吸収法、準用
黄色ぶどう球菌・Staphylococcus aureus NBRC 12732
肺炎かん菌・Klebsiella pneumoniae NBRC 13277
MRSA・Methicillin resistant Staphylococcus aureus IID 1677
高温加速洗濯法（但し、JAFET標準配合洗剤を使用）吊干し

 

■メンテナンスガイド
簡易メンテナンス（都度）
①ブラシ付き乾式掃除機を使用して床面の埃やゴミを除去してください。
②床面のバキュームで取りきれなかった糸くず・毛髪は粘着式カーペットク
　リーナー等を使用して取り除いてください。
③シミ・汚れには洗剤※を水または温水（４０℃）で希釈して霧吹きで散布し、
　ハンドブラシで繊維に傷をつけないように浸透させてから、乾いたタオルで
　汚れをよく拭き取ってください。

日常メンテナンス（毎日）
フロテックスの表面は通常のカーペットタイルより短いカットパイルで構成され
ています。
日常メンテナンスのポイントは、「汚れる前に予防清掃をする」ことです。汚れは
時間の経過と共に取りにくくなり、汚れが取りにくくなる前に取り除くことが、き
れいな床面を維持するポイントです。
フロテックスの美観を長期にわたって維持するには日々のバキューム（掃除機）
がけが重要です。

①ブラシ付き乾式掃除機で埃やゴミを取り除いてください。
②固く絞ったモップもしくはウエスで拭き取ってください。シミ・汚れ等の落ちにく
　い汚れは、水または温水（４０℃）で洗剤を希釈して霧吹きで散布し、ハンドブラ
　シ等で繊維を傷つけないように洗浄してよく拭き取ってください。

※洗剤は中性・弱アルカリ（PH10以下）の洗剤をおすすめいたします。

フロテックスについて

■フロテックスは高い抗菌性を保持

■ フロテックスのパイル密度は7,000万本/㎡以上 ！
高密度にナイロンパイルを植毛したフロテックスは、耐久性に優れ、長期にわ
たって美観を維持します。

短いカットパイ
ルで汚れが取
りやすい。

フロテックスは高密度パイルで汚れが入り
込みにくい

一般的なカーペットタイルはパイルに隙間
がある

■ フロテックスはお手入れが簡単
フロテックスは汚れが拭き取りやすいので、硬質床材のようにメンテナンスが容
易です。短くカットされたナイロンパイルが根元の汚れまで取りやすくしています。

■ フロテックスは防水性バッキング
防水性バッキングで水洗いによるメンテナンスが可能。汚水の回収も容易です。
乾燥時間を短縮し、施設内の通行止め等の煩わしさを大幅に減らすことができ
ます。

■ フロテックスはガムも取りやすい
フロテックスなら床面に落ちたチューイングガムも簡単に取り除くことが出来
ます。食べこぼしが気になる飲食スペースにもおすすめします。

フロテックス 一般的なカーペットタイル

フロテックス

フロテックスは容易に汚れが落とせて衛生的な環境を保ちます。

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

一般的なカーペットタイル

【日本カーペットクリーナーズアカデミー JCCA】 www.japan-carpet.com

※詳しいメンテナンス方法は、カーペットタイルメンテナンスの知識と経験を持つライセンスに合
　格したクリーニングテクニシャンにご相談してください。　

A.まず最初にスクレイパーなど
で出来るだけ汚れを掻き集
めて取り除いてください。

B.水（必要に応じて少量の洗
剤）を用いて、ブラシなどで
汚れた部分を十分に擦り、汚
水を雑巾などで吸い取ってく
ださい。

C.最後に綺麗な水（またはお湯）
を用いてリンスしながら、スク
レイパーなどで汚水を集めて
雑巾で吸い取ってください。
必要に応じて数回繰り返して
ください。

ナイロン6.6
植毛パイル
ナイロン6.6
植毛パイル

抗菌剤「サニタ
イズド」はバッキ
ング部分にも抗
菌効果を発 揮
し、歩行やメン
テナンスの影響
を受けない。

フロテックスは
防水性バッキ
ングのため水
が染み込んで
いかない。

パイルが入り
組んでいるの
で汚れが取り
にくくなって
いる。

黄色ぶどう球菌

標準布（綿100％、白布）

試料

原品 4.5

生菌数の常用対数値

フロテックス 4.5
＜1.3

接種直後 18時間培養後

4.5 7.3

＜1.3
＞5.9

静菌活性値 殺菌活性値

＞5.9
＞3.2
＞3.2洗濯5回後

フロテックス

肺炎かん菌

標準布（綿100％、白布）

試料

原品 3.9

生菌数の常用対数値

4.0
＜1.3

接種直後 18時間培養後

4.5 7.5

＜1.3
＞5.7

静菌活性値 殺菌活性値

＞5.8
＞3.2
＞3.2洗濯5回後

※注意  界面活性剤（Tween80）を添加した試験菌懸濁液を使用した

フロテックス

MRSA

標準布（綿100％、白布）

試料

原品 4.1

生菌数の常用対数値

4.3
＜1.3

接種直後 18時間培養後

4.5 7.3

＜1.3
＞5.6

静菌活性値 殺菌活性値

＞5.6
＞3.2
＞3.2洗濯5回後



NT-375・387（市松貼り）

NT-311 NT-375 NT-376NT-336

NT-337 NT-340 NT-338NT-377

NT-362 NT-374 NT-379NT-355

NT-351 NT-356

NT-371

NT-336S
（裏面のり付）

NT-311S
（裏面のり付）

NT-375S
（裏面のり付）

NT-376S
（裏面のり付）

NT-377S
（裏面のり付）

NT-338S
（裏面のり付）

NT-355S
（裏面のり付）

NT-371S
（裏面のり付）

NT-382 NT-382S
（裏面のり付）

NT-379S
（裏面のり付）

NT-356S
（裏面のり付）

NT-353 NT-353S
（裏面のり付）

NT-363 NT-363S
（裏面のり付）

NT-374S
（裏面のり付）

NT-351S
（裏面のり付）

NT-369

NT-342

NT-339 NT-339S
（裏面のり付）

NT-341 NT-341S
（裏面のり付）

原着ポリプロピレンシリーズ
ＮＴ-350

NT-350の機能性

耐候性・耐薬品性
に優れています

1 2

日光や塩素系漂白剤に
対しても色褪せしにくい
特性があります。

優れた制電性が
あります

パイルに導電糸を混入
し て ありま す の で 、
1KV以下の制電性を継
続的に保ちます。

ベーシックタイプはさらに充実した41色のカラーバ
リエーション。 ライン柄も3タイプ。ライン柄はベー
シックタイプと同色の糸を使用しておりますのでコー
ディネートの巾が広がります。 
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NT-358

NT-346

NT-366

NT-367

NT-368

NT-372

NT-373

NT-348

NT-385

NT-386

NT-383

NT-347

NT-387

NT-312S
（裏面のり付）

NT-314S
（裏面のり付）

NT-312

NT-352

NT-314

NT-360

NT-316

NT-365

NT-316S
（裏面のり付）

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 3.5mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/10G×10.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,325円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-350

■ 重量 23.9kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060039■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

※市松貼りをおすすめします。
※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。

市松貼り

裏面のり付加工

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 3.5mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/10G×10.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,425円／枚（2枚単位での販売）】

MADE IN JAPAN

NT-350S

■ 重量 24.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060039■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS（接着補強）■ 接着剤

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ 施工 ※市松貼りをおすすめします。
※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。

市松貼り

NT-311S・NT-312S・NT-314S・NT-316S
NT-336S・NT-338S・NT-339S・NT-341S
NT-351S・NT-353S・NT-355S・NT-356S
NT-363S・NT-371S・NT-374S・NT-375S
NT-376S・NT-377S・NT-379S・NT-382S

［ベーシックのり付加工品］

※施工上の注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着
できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要
な場合はベンリダインGT・GTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くな
ることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への
局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありま
すので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

のり付加工面

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

5,300円／m2

m2

m2

5,700円／m2

ベーシック

ベーシック
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NT-394L
（NT-371＋NT-382）

NT-394S
（裏面のり付） NT-397L

（NT-373＋NT-383）
NT-399L
（NT-340＋NT-342）

NT-332L
（NT-363＋NT-341）

NT-332S
（裏面のり付） NT-335L

（NT-351＋NT-360）
NT-392L
（NT-382＋NT-379）

NT-392S
（裏面のり付）

NT-330L
（NT-376＋NT-374）

NT-330S
（裏面のり付）

NT-331L
（NT-374＋NT-376）

NT-331S
（裏面のり付）

NT-398L
（NT-365＋NT-366）

NT-393L
（NT-379＋NT-382）

NT-393S
（裏面のり付）

NT-302V
（NT-341＋NT-363）

NT-302S
（裏面のり付） NT-305V

（NT-342＋NT-353）
NT-306V
（NT-379＋NT-382）

NT-306S
（裏面のり付）

NT-305S
（裏面のり付）

NT-303V
（NT-374＋NT-376）

NT-303S
（裏面のり付） NT-304V

（NT-338＋NT-379）
NT-307V
（NT-351＋NT-360）

NT-304S
（裏面のり付）

NT-303V・307V（流し貼り）

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

5,300円／m2

■ パイル長 3.5mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/10G×10.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,325円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-350L ライン

■ 重量 23.9kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060039■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

5,300円／m2

■ パイル長 3.5mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/10G×10.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,325円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-350V バリューライン

■ 重量 23.9kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060039■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真

50cm

50
cm

※市松貼りをおすすめします。
※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。

NT-306V

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

m2

m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り
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NT-321G
（NT-382＋NT-379）

（実物大）

NT-318G
（NT-314＋NT-352）

（実物大）

NT-322G
（NT-338＋NT-379）

（実物大）

NT-319G
（NT-314＋NT-346）

（実物大）

NT-321G（流し貼り）・379（市松貼り）

NT-319G（市松貼り）

NT-322GNT-321G

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 3.5mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/10G×10.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,375円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-350G グラデーション

■ 重量 23.9kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060039■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

裏面のり付加工

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 3.5mmループ（全厚 6.2mm）

■ パイル密度 1/10G×10.5ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,425円／枚（2枚単位での販売）】

MADE IN JAPAN

NT-350S
ライン／
バリューライン

■ 重量 24.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060039■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS（接着補強）■ 接着剤

■ 施工

［ライン］
※市松貼りをおすすめします。
※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。

市松貼り

NT-302S・NT-303S・NT-304S・NT-305S
NT-306S

［バリューラインのり付加工品］

NT-330S・NT-331S・NT-332S・NT-392S
NT-393S・NT-394S

［ラインのり付加工品］

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

5,500円／m2

m2

m2

5,700円／m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　でもご使用いただけます。　
※但し流し貼りの際、ライン
　が合いませんのでご留意
　ください。　
※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。

流し貼り 市松貼り

［バリューライン］
※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り

※NT-350Gは大柄を50cm角のタイルに裁断していますのでタイルごとに柄
　が異なります。
   　（特定の柄指定はできません）

市松貼り施工イメージ（4枚分）流し貼り施工イメージ（4枚分）

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

※施工上の注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着
できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要
な場合はベンリダインGT・GTSで補強を行ってください。
表面に極端な凹凸がある場合、モルタルなどホコリが多い下地は接着力が弱くな
ることがあります。
キャスターチェアー以外の椅子や机を使用する場合、動かすことで床接地面への
局部荷重が過度にかかりカーペットタイルのずれや伸びが発生する場合がありま
すので、下地との接着力を高く保持してください。
床暖房など伸縮する可能性がある下地には使用できません。

のり付加工面

カ
ー
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ト
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（実物大）NT-467

（実物大）NT-441

（実物大）NT-442

（実物大）NT-443

（実物大）NT-444 （実物大）NT-445

（実物大）NT-461

（実物大）NT-463

NT-464 （実物大） NT-465 （実物大）

NT-464・467（市松貼り）

NT-441・442（市松貼り）
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パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,000円／m2

■ パイル長 4.5～3mmループ（全厚 7mm）

■ パイル密度 1/10G×11ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,500円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-460 ミルト
立体的な幾何学模様が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 24.3kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EN 090041■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真 NT-465

50cm

50
cm

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,400円／m2

■ パイル長 4～2mmループ（全厚 7mm）

■ パイル密度 1/10G×13.2ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,600円／枚（枚売可）】

MADE IN TAIWAN

NT-440 ホライゾン
縦横の柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 26.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2120140■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真

50cm

50
cm

※市松貼りをおすすめします。
※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。

※市松貼りをおすすめします。
※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。

NT-443

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

m2

m2



（実物大）NT-491

（実物大）NT-651

（実物大）NT-654

（実物大）NT-652 （実物大）NT-653

（実物大）NT-493

（実物大）NT-497

NT-496 （実物大） NT-494 （実物大）

NT-491・494（市松貼り）

NT-653（流し貼り）

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,000円／m2

■ パイル長 4～2.5mmループ（全厚 6.6mm）

■ パイル密度 1/10G×10.3ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,500円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-490 プランタ
大胆な蔦柄が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 23.9kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 090060■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真 NT-493

50cm

50
cm

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,400円／m2

■ パイル長 5～2.5mmループ（全厚 7.5mm）

■ パイル密度 1/10G×11.1ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,600円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-650 スプラッシュパターン
ラインの揺らぎ感が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 24.2kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2150151■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真

50cm

50
cm

※市松貼りをおすすめします。
※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。

NT-651

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

m2

m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り
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NT-661 （実物大） NT-663 （実物大）

NT-662 （実物大） NT-664 （実物大）

NT-661（流し貼り）・2587（市松貼り）
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50cm

50
cm

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,400円／m2

■ パイル長 5～2.5mmループ（全厚 7.5mm）

■ パイル密度 1/12G×9.7ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,600円／枚（枚売可）】

MADE IN CHINA

NT-660 クリフパターン

■ 重量 25.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2150183■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真 NT-661

標準価格
（税別）

m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り

大柄と発色のいい色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。



（実物大）NT-671 NT-673 （実物大）

（実物大）NT-672 NT-674 （実物大）

NT-675 （実物大）

NT-671・672・673・674（流し貼り）
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50cm

50
cm

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,400円／m2

■ パイル長 4.5～2mmループ（全厚 7mm）

■ パイル密度 1/10G×10.2ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,600円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-670 スタンプアート
ブロックの柄にリズムがあり、色が特徴の原着ポリプロ
ピレン商品です。

■ 重量 24.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2150152■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真 NT-671

標準価格
（税別）

m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り



（実物大）NT-471

（実物大）NT-641

（実物大）NT-646

（実物大）NT-647

（実物大）NT-644 （実物大）NT-645

（実物大）NT-472

NT-474 （実物大） NT-473 （実物大）

NT-474（流し貼り）

NT-641・646（市松貼り）
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パイル 原着ポリプロピレン75%

 原着ナイロン25%

バッキング PVC＋ガラス不織布

■ 組成

6,500円／m2

■ パイル長 5～3mmカット&ループ（全厚 7.7mm）

■ パイル密度 1/10G×9.6ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,625円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-470 ラグゼ
カット&ループの原着ナイロン・原着ポリプロピレン混合の商品です。

■ 重量 25.4kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2120107■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真 NT-472

50cm

50
cm

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,000円／m2

■ パイル長 4～2.5mmループ（全厚 6.6mm）

■ パイル密度 1/10G×10.2ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,500円／枚（枚売可）】

MADE IN JAPAN

NT-640 アメンダ
ランダムストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 24.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 EO 060041■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真

50cm

50
cm

※市松貼りをおすすめします。
※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。

NT-647

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

m2

m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り



（実物大）NT-921

（実物大）NT-141 （実物大）NT-142 （実物大）NT-145

（実物大）NT-144 （実物大）NT-143

NT-928 （実物大） NT-929 （実物大）

（実物大）NT-919 NT-925 （実物大） NT-926 （実物大）

208

原着ポリプロピレングラフィック

カ
ー
ペ
ッ
ト

タ
イ
ル

NT

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,500円／m2

■ パイル長 4.3～2.5mmループ（全厚 7.3mm）

■ パイル密度 1/10G×11ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,625円／枚（枚売可）】

MADE IN TAIWAN

NT-920 プレシス
ストライプにミックス感がある色が特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 27.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2130016■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真 NT-921

50cm

50
cm

パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング PVC＋ガラス不織布
■ 組成

6,000円／m2

■ パイル長 4mmループ（全厚 6.5mm）

■ パイル密度 1/10G×11.2ST

■ サイズ 50cm×50cm

【1,500円／枚（枚売可）】

MADE IN CHINA

NT-140 ランド
4色ミックスのストライプが特徴の原着ポリプロピレン商品です。

■ 重量 25.0kg／ケース

■ 梱包 1ケース 20枚入り（5　 ）

試験番号 E 2120171■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS・NTR■ 接着剤

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

■ パターン写真

50cm

50
cm

※市松貼りをおすすめします。
※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。

NT-145

標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

m2

m2

※流し貼り、市松貼りどちら
　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。流し貼り 市松貼り



上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。

オフィスの配線をすっきり収納。
しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。

※籐タイル 施工上の注意
・天然素材のため、色調や織り目
にバラツキが生じますのでご了
承ください。

・ベンリダインWPで市松貼りに
全面接着してください。

・直接水がかからないようにご配
慮いただき、換気等も十分行っ
てください。

（単位：mm）■ 断面図

51.42.
3

8 611
.3

20 10

■ 規格

OA フラットカバー
OA-1～OA-4

特殊掛率品

※施工上の注意：

長さ2m（蓋部＋底部セット／本）
※ご注文の際は本単位でお願いします。

2,500円／本

カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますので
ピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場
所では両面テープや接着剤での補強をおすすめしま
す。蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。 （グレー）OA-1

（ブラック）OA-2

（ベージュ）OA-3 （ブラウン）OA-4

標準価格
（税別）

NT-8 

（L）
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L-55

L-45

L-45

L-55

L-35

カーペットタイル

カーペットタイル（7ｍｍ原着ナイロン）+ ＮＴ-4

カーペットタイル（7ｍｍ原着ナイロン）+ ＮＴ-8

フロアタイル

一般カーペット

推定L値

商品名
階下に響かない

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

商品名

床に衝突した時の加速度
衝撃吸収性に優れる

総厚
（mm）

総厚
（mm）

コンクリート

住宅用（1.8mm厚）クッションフロア

住宅用（3.5mm厚）クッションフロア

フロアタイル一般

カーペットタイル（6.5ｍｍ原着ナイロン）

カーペットタイル（6.5ｍｍ原着ナイロン）+ ＮＴ-4

カーペットタイル（6.5ｍｍ原着ナイロン）+ ＮＴ-8

̶

1.8

3.5

2.5

6.5

10.5

14.5

170

126

98

151

125

105

85

1000（G） 120 140 160 180

■ 衝撃吸収試験結果
［数値の判断基準］床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、
衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い
下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

■ 軽量床衝撃音レベルの推定値
［数値の判断基準］推定L値が小さければ小さいほど階下に響く音が緩和されます。

● 重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイ
　 ルの目地又はバッキングに不具合を発生させる恐れがあります。必要
 　に応じて事前にテストを行ってください。
● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

●接着剤　下地とアンダーレイ  一般工法　ベンリダインAR
　　　　　　　　　　　　　　  耐水工法　ベンリダインWP・WPX

●接着剤　アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGT・GTS

■ 規格

（1,260円／　 ）

NT-4／アンダーレイ 特殊掛率品

24,000円／巻
4mm厚／巾95cm×20m巻

■ 規格

（2,320円／　 ）

NT-8／アンダーレイ
22,000円／巻

8mm厚／巾95cm×10m巻

特殊掛率品

（イメージ図）

m2

m2
標準価格
（税別）

標準価格
（税別）

パイル 籐100%

バッキング 特殊繊維材
■ 組成

■ 全厚 7.5mm

■ サイズ 50cm×50cm

【4,750円／枚（枚売可）】

MADE IN INDONESIA

■ 重量 13.5kg／ケース

■ 梱包

試験番号 EO 030057■ 防炎

2KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン WP■ 接着剤

19,000円／m2

標準価格
（税別）

1ケース 20枚入り（5　 ）m2

NT-1150 籐タイル

■ 施工 ※市松貼りをおすすめします。
※右記の籐タイル施工上の注意を必ずご
　参照ください。　

市松貼り

● この商品は土足でのご使用はお控えください。
● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

特殊掛率品
50cm角

NT-1151 （籐タイル）
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取り込んだ土砂は定期的に掃除機で
メンテナンスしてください。

約3.5～4mの歩行で80%の土砂を捕集します。

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、
建物内を清潔に保つ効果があります。

ブラッシング効果

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。 歩行距離（m）

捕
集
率（
%
）

10
20
30
40
50

60
70
80
90

1 2 30 4
0

ダストコントロールタイル
歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

強化ナイロンファイバー

製品重量の約3倍の
湿気を捕えることができます。 約2.2kg／m2 の砂を

保持することができます。

スクレパーファイバー

バッキング

非水溶性
ポリマーコーティング

■“スクレパーファイバー” は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、
　その一方で “強化ナイロンファイバー” は湿気を吸収します。この
　2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去
　効果があります。
■ 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透
　を防ぎます。

革新的な技術“ 独自開発の2本のファイバー ”

NT-1050（テイクバック）

NT-1050（テイクバック）

土砂の捕集率

NT-1100（ウェルカム）

NT-1100（ウェルカム）

パイル ナイロン（ピースダイ）100%

バッキング リサイクルPVC＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 4.1mmループ（全厚 6.7mm）

■ サイズ 61cm×61cm

【7,365円／枚（枚売可）】

MADE IN USA

■ 重量 26.3kg／ケース

■ 梱包

試験番号 E 1120020■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS■ 接着剤

19,800円／m2

標準価格
（税別）

1ケース 14枚入り（5.21　 ）m2

NT-1050 テイクバック

■ パイル密度 1/12G×13.8ST

■ 施工

流し貼り 市松貼り

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。

※流し貼り、市松貼りどちらでも
　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。

グリーン購入法適応商品

パイル ポリエステル100%

バッキング エコワークス®（オレフィン）＋ガラス不織布
■ 組成

■ パイル長 8.7～4mmループ（全厚 9.6mm）

■ サイズ 61cm×61cm

【7,365円／枚（枚売可）】

MADE IN USA

■ 重量 15.0kg／ケース

■ 梱包

試験番号 ET 060025■ 防炎

1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）■ 制電性

■ 機能

ベンリダイン GT・GTS■ 接着剤

19,800円／m2

標準価格
（税別）

1ケース 12枚入り（4.46　 ）m2

NT-1100 ウェルカムⅡ 

■ 施工

● 取扱上のご注意は必ずP.425をご確認ください。グリーン購入法適応商品

※市松貼りをおすすめします。
※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。

市松貼り

NT-1101・1102（市松貼り）NT-1051（流し貼り）・702（市松貼り）

NT-1051 （実物大）

61cm

61
cm

NT-1051

NT-1101

NT-1102

特殊掛率品
61cm角

特殊掛率品
61cm角
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