




ヨーロッパのアンティークが一斉に集められた蚤の市。 巡り会えた宝物

の魅力は、単純に美しいかたちだけじゃない。 それぞれが重ねてきた時間

さえも感じさせてくれる…なんて、ステキかも。

アンティークが持つ美しさ。
時を超えた出会いにうっとり。

足を踏み入れた瞬間から、昭和の時代に迷い込んだかのような喫茶店。

なつかしさに包まれて心置きなく物思いにふけるのも贅沢な時間。 しっとりと

落とされた暗めの照明は、気持ちを穏やかにしてくれる。

懐かしさ漂うレトロな純喫茶、
飴色の店内で雰囲気に浸る。

穏やかな青空のもと、手作りサンドイッチを詰め込んだバッグ片手に

公園でピクニックをするのも好き。 自然の中で過ごす開放感は、忙しい

毎日を忘れさせてくれる。 んー、お昼寝しようかな。

やわらかな日差しが降り注ぐ
緑のじゅうたんで思う存分リフレッシュ。

目覚ましがいらない待望の休日。
たっぷりと贅沢に時間を使って…さて、なにをしよう。
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コーディネートレシピ

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

標準価格
（税別） 2,900円／m2

■ 182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

■ 機能

5,280円／m

リピート 
 182cm巾HM-10001

パッチワークラグ

リピート
 182cm巾HM-10002

アンティークレース
ANTIQUE LACE

リピート
格子

 182cm巾HM-10003

ジオメトロ
GEOMETRO

HM-10001

HM-10004

HM-10005

　タテ123cm ヨコ182cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タテ94cm ヨコ182cm

タテ124cm ヨコ182cm
約10.3×10.1cm角

HM-10005

芝生
SHIBAFU

リピート
格子

 182cm巾HM-10004

ノスタルモザイク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タテ123cm ヨコ182cm
約1cm角

 182cm巾

PATCHWORK RUG

NOSTAL MOSAIC

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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HM-10032

HM-10033HM-10017

HM-10015

HM-10016

HM-10012

HM-10011

HM-10014

標準価格
（税別） 2,900円／m2

ウッド

■ 182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

ＨＭ-10019
ＨＭ-10028

2024年
まで継続

■ 機能

HM-10006～10035

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

5,280円／m

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ 　 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
ティネオ 　 板巾 約11.4cm

HM-10034 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ91cm
クラフトウッド 板巾 約11.4cm

HM-10035 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10191と同色

 182cm巾
リピート 　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチへリン 

 182cm巾
リピート 　タテ123cm ヨコ182cm
フレンチへリン 

  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク 板巾 約11.4cm

  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ドライオーク 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10192と同色

HM-10013 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

HM-10009 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
3.5mm厚 GM-10190と同色

HM-10018  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク 板巾 約11.4cm

HM-10019  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミルキーオーク 板巾 約11.4cm

HM-10010 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

HM-10008  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

HM-10006  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

HM-10007  182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン 板巾 約15.2cm
 

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン 板巾 約15.2cm
 

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ノースペカン 板巾 約15.2cm
 

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク 板巾 約12.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
ミニマオーク 板巾 約12.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
ダスクオーク 板巾 約11.4cm

HM-10026

HM-10027

HM-10028

HM-10029

HM-10030

HM-10031

HM-10020

HM-10021

HM-10022

HM-10023

HM-10024

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
チェスナット 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク 板巾 約10.1cm

 182cm巾
リピート タテ121.2cm ヨコ182cm
タンザオーク 板巾 約10.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ 板巾 約13cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
シャビーアッシュ 板巾 約13cm

HM-10025

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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標準価格
（税別）

■ 182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

■ 機能

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

HM-10042

HM-10043

HM-10057

HM-10058

HM-10059

HM-10061

HM-10062

2,900円／m2

ウッド
HM-10036～10064

5,280円／m

 182cm巾
リピート タテ124.5cm ヨコ182cm
ブリスクオーク 板巾 約5.1cm

 182cm巾
リピート タテ124.5cm ヨコ182cm
ブリスクオーク 板巾 約5.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約10.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約10.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-10186と同色

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル 板巾 約15.2cm

HM-10060 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
3.5mm厚 GM-10187と同色

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ハードメイプル 板巾 約15.2cm

ＨＭ-10036
ＨＭ-10037
ＨＭ-10038
ＨＭ-10044
ＨＭ-10047
ＨＭ-10054
ＨＭ-10057

2024年
まで継続

HM-10036 182cm巾
リピート 　タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm
店舗用 CM-10257と同色

HM-10044 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm

HM-10037

 182cm巾
リピート 　タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm

HM-10038 HM-10046 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm

HM-10047 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm

HM-10049

HM-10048 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
シシリーウッド 板巾 約15.2cm

HM-10063

HM-10064

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ 板巾 約12.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
アッシュ 板巾 約12.1cm

 182cm巾
リピート 　タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm
店舗用 CM-10258と同色

HM-10039

 182cm巾
リピート 　タテ91m ヨコ91cm
ペイントオーク 板巾 約11.4cm

HM-10040

HM-10045 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm

HM-10055 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm

HM-10056 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約10.1cm

HM-10041 182cm巾
リピート 　タテ94cm ヨコ91cm
ヘリンボーン 板巾 約8.3cm

HM-10050 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー 板巾 約11.4cm

HM-10053

HM-10054

HM-10051

HM-10052

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
チェリー 板巾 約11.4cm

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-10188と同色

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
3.5mm厚 GM-10189と同色

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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標準価格
（税別） 2,900円／m2

ウッド／ストーン

■ 182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

■ 機能

HM-10065～10096

● HM-10093～10095は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント
　 部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

5,280円／m

HM-10070

HM-10071

HM-10072

HM-10073

HM-10074

HM-10075

HM-10076

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
オーク 板巾 約6cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
オーク 板巾 約6cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー 板巾 約7.5cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ91cm
マホガニー 板巾 約7.5cm

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約7.5cm

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約7.5cm

 182cm巾
コルク 
店舗用 CM-10256と同色
リバース施工をおすすめします。

HM-10083

HM-10084

HM-10088

HM-10089

HM-10090

HM-10091

HM-10085

HM-10086

HM-10087

 182cm巾
リピート タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ 格子 約41.6×22.7cm

 182cm巾
リピート タテ124.8cm ヨコ182cm
スレーヌ 格子 約41.6×22.7cm

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル 格子 約22.7×22.7cm角

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ 格子 約22.7×22.7cm角

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ 格子 約22.7×22.7cm角

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン 格子 約41.7×30.3cm

HM-10093 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角

HM-10095 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル 格子 約10.1×10.1cm角

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
アルベロタイル 格子 約10.1×10.1cm角

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
グレインタイル 格子 約22.7×22.7cm角

HM-10067

HM-10068

HM-10069

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm
店舗用 CM-10262と同色

HM-10065

HM-10066

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
パイン 板巾 約18.2cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
パイン 板巾 約18.2cm

 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm

HM-10081 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル 格子 約30.3×30.3cm角

HM-10082 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
ベトンタイル 格子 約30.3×30.3cm角

HM-10092 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
カフェストーン 格子 約41.7×30.3cm

HM-10096 182cm巾
リピート 　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール（目地なし） 

HM-10094 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
ラスティタイル　格子 約22.5×22.5cm角

ＨＭ-10085
ＨＭ-10088

2024年
まで継続

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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標準価格
（税別） 2,900円／m2

ストーン

■ 180cm巾／182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

■ 機能

HM-10097～10120

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

5,280円／m

HM-10098

HM-10099

HM-10100

HM-10101

HM-10102

HM-10103

HM-10104

HM-10105

HM-10106

HM-10107

HM-10108

HM-10109

HM-10110

HM-10111

HM-10112

HM-10113

HM-10114

HM-10115

HM-10116

HM-10117

HM-10118

HM-10119

HM-10120

 182cm巾
リピート 　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール（目地なし） 

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス（目地なし） 

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
オニックス（目地なし） 

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン 格子 約22.5×22.5cm角

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン 格子 約22.5×22.5cm角
店舗用 CM-10269と同色

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
大理石（目地なし）

 182cm巾
タソス（目地なし）
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
ルチコーゾ 格子 約30.3×30.3cm角

 180cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ 格子 約30×30cm角

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ　格子 約21.2×21.2cm角バイアス

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
モカストーン 格子 約30×30cm角

 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ネロマルキーナ（目地なし）

 182cm巾
リピート 　タテ93cm ヨコ91cm
プントテラゾー

 182cm巾
リピート 　タテ93cm ヨコ91cm
プントテラゾー

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-10264と同色

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
店舗用 CM-10265と同色

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ 格子 約15×15cm角

 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ180cm
テラコッタ 格子 約15×15cm角

 180cm巾
ミカゲ（目地なし）
リバース施工をおすすめします。

 180cm巾
ミカゲ（目地なし）
リバース施工をおすすめします。

ＨＭ-10099
ＨＭ-10101
ＨＭ-10102
ＨＭ-10108

2024年
まで継続

HM-10097 182cm巾
リピート 　タテ60.6cm ヨコ182cm
エンペラドール（目地なし） 

HM-10107
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標準価格
（税別） 2,900円／m2

■ 182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

■ 機能

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

5,280円／m

プレーン＆パターン
HM-10121～10146

HM-10123

HM-10135

HM-10136

HM-10137

HM-10141

HM-10142

HM-10139

HM-10140

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
店舗用 CM-10267と同色

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
店舗用 CM-10268と同色

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10128 182cm巾
リピート 　タテ60cm ヨコ91cm

HM-10129 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
 　格子 約22.7×22.7cm角

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10138 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
 　格子 約31×20.2cm

HM-10125 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リピート 　タテ46.5cm ヨコ91cm

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10130 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm

HM-10121 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
店舗用 CM-10266と同色

HM-10122 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10131 182cm巾

HM-10132

HM-10133

HM-10134

 182cm巾

 182cm巾

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

HM-10143

HM-10144

HM-10145

HM-10146

 182cm巾
リピート 　タテ46.5cm ヨコ91cm

 182cm巾
リピート 　タテ5cm ヨコ30.3cm

 182cm巾
リピート 　タテ5cm ヨコ30.3cm

 182cm巾
リピート 　タテ5cm ヨコ30.3cm

HM-10126 182cm巾
リピート 　タテ60cm ヨコ91cm

HM-10127 182cm巾
リピート 　タテ60cm ヨコ91cm

ＨＭ-10134
ＨＭ-10136

2024年
まで継続

HM-10124

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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標準価格
（税別） 2,900円／m2

プレーン＆パターン

■ 180cm巾／182cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.6kg／m（重量）

■ 機能

HM-10147～10174

● HM-10156～10159は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント
　 部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

5,280円／m

HM-10169

HM-10170

HM-10171

HM-10172

HM-10173

HM-10152

HM-10153

HM-10154

HM-10155

HM-10156

HM-10157

HM-10158

HM-10159

HM-10160

HM-10161

HM-10162

HM-10163

HM-10164

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
遮音フロア LM-10200と同色

HM-10174 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
商品の特性上、柄は正確に合いません。

 182cm巾
商品の特性上、柄は正確に合いません。         

 182cm巾
リピート 　タテ21.4cm ヨコ45.5cm

 182cm巾
リピート 　タテ21.4cm ヨコ45.5cm

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 180cm巾
リバース施工をおすすめします。

 180cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
2m巾 XM-10205と同色

ＨＭ-10164
ＨＭ-10165
ＨＭ-10166

2024年
まで継続

HM-10165

HM-10166

HM-10167

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
2m巾 XM-10206と同色

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リピート 　タテ31cm ヨコ36.4cm

HM-10168 182cm巾
リピート 　タテ31cm ヨコ36.4cm

HM-10147

HM-10148

HM-10149

HM-10150

HM-10151

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リバース施工をおすすめします。

 182cm巾
リピート 　タテ62.5cm ヨコ45.5cm

 182cm巾
リピート 　タテ62.5cm ヨコ45.5cm

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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試験方法
試験方法

東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り
試験機（ONO-PPSM）を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴム
シートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め
上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を
載荷重量5kgfで除した値（C.S.R・D’）を犬の滑り抵抗の評価指数としています。

200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた
試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

耐キズつき性試験 すべり試験

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、
ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、
適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

商品名

（2.3mm厚）
一般クッションフロア
（1.8mm厚）
一般フローリング

消臭快適フロア
ペットすべり（C.S.R・D’）

0.414

0.354

0.214
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
［数値の判断基準］すべり抵抗指数（C.S.R・D’）が大きいほど、すべりにくいことを表しています。

機能2 機能3 すべりにくいキズがつきにくい

フローリング
消臭

快適フロア
（2.3mm厚）

50cm（落下位置）

75cm（落下位置）

50cm（落下位置）

75cm（落下位置）

50cm（落下位置）

75cm（落下位置）

一般
クッションフロア
（1.8mm厚）

機能1

試験方法

消臭試験

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。

○210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて
　端面をアルミテープでシールして検体とした（消臭有効面積＝600cm2）。
○試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
○10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。　
○サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

消臭機能つき

表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による
吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

悪臭成分

消臭剤

クリア層
（消臭剤入り）

印刷層
発泡層
不織布

消臭のメカニズム

吸着

消
臭
率（
％
）

0 10分後 1時間後 2時間後 3時間後 24時間後
100

80

60

40

20
0
（トイレ臭、ペット臭など）

アンモニア

消
臭
率（
％
）

0 10分後 1時間後 2時間後 3時間後 24時間後
100

80

60

40

20
0
（生ゴミ臭、タバコ臭など）

硫化水素

消
臭
率（
％
）

0 10分後 1時間後 2時間後 3時間後 24時間後
100

80

60

40

20
0
（生ゴミ臭、トイレ臭など）
メチルメルカプタン

消
臭
率（
％
）

0 10分後 1時間後 2時間後 3時間後 24時間後
100

80

60

40

20
0

（汗、排泄臭など）
酢 酸

加工薬剤の安全性は「SEK基準（一般社団法人 繊維評価技術協議会）」に準じて、経口毒性・
変異原生・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

●消臭剤の安全性

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。消臭快適フロア 空試験

標準価格
（税別） 4,050円／m2

■ 182cm巾

■ 2.3mm厚

■ 1.9kg／m（重量）

■ 機能

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

7,380円／m

HW-10183

消臭快適フロア
気になるニオイを軽減します。

HW-10176 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
サンドストーンⅡ   格子 約22.7×22.7cm角

 2.3mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。

 2.3mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。

HW-10182 2.3mm厚 182cm巾
リピート   タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク 板巾 約15.2cm

HW-10179 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm

HW-10183 2.3mm厚 182cm巾
リピート   タテ121.2cm ヨコ182cm
カーボオーク 板巾 約15.2cm

HW-10180 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm

HW-10181 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
キャラメイプル 板巾 約11.4cm

HW-10177

HW-10178

ペ ッ ト 対 応

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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標準価格
（税別） 4,050円／m2

■ 182cm巾

■ 3.5mm厚

■ 2.9kg／m（重量）

■ 機能

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

7,380円／m

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-10059と同色

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
ノーチェ 板巾 約10cm
1.8mm厚 HM-10060と同色

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-10053と同色

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウォルナット 板巾 約10.1cm
1.8mm厚 HM-10054と同色

GM-10186

GM-10187

GM-10188

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10009と同色

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10011と同色

 3.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm
1.8mm厚 HM-10012と同色

GM-10190

GM-10191

GM-10192

 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。

 3.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。

GM-10193

GM-10194

GM-10189

3.5mm厚フロア
転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

衝撃吸収性
JIS A 6519 に準拠

12.0
1.8

3.5
135
126

98
0 100 110 120 130 14090

床材

一般 複合フローリング

一般 クッションフロア

床に衝突した時の加速度
衝撃吸収性に優れる総厚

3.5mm厚フロア

(mm)

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（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、
衝撃吸収性が良い目安となります。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※G値の（  ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ（Gs）の単位を9.8m／S2に換算した値です。

（※参照）

（960）

（1323）

（1235）

G

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR

82

3.5mm厚フロア

H
フ
ロ
ア

H
フ
ロ
ア



 4.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

 4.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

 4.5mm厚 182cm巾
プレーン
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10170と同色

 1.8mm厚 200cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー 板巾 約7.7cm

 1.8mm厚 200cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ200cm
マホガニー 板巾 約7.7cm

標準価格
（税別） 5,300円／m2

■ 182cm巾

■ 4.5mm厚

■ 2.0kg／m（重量）

■ 機能

● 台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることが
　 あります。
● 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ
　 当て板をしてください。
● 経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には
　 影響ありません。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

9,650円／m

LM-10196 4.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

LM-10197 4.5mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ミラオーク 板巾 約11.4cm

LM-10198

LM-10199

LM-10200

XM-10201

XM-10202

 1.8mm厚 200cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ200cm
オーク 板巾 約6cm

 1.8mm厚 200cm巾
リピート 　タテ100cm ヨコ100cm
ビアンコ 格子 約33.3×33.3cm角

XM-10203

XM-10204

 1.8mm厚 200cm巾
プレーン 
リバース施工をおすすめします。
182cm巾 HM-10164と同色

 1.8mm厚 200cm巾
プレーン 
リバース施工をおすすめします。
182cm巾 HM-10165と同色

XM-10205

XM-10206

標準価格
（税別） 2,850円／m2

■ 200cm巾

■ 1.8mm厚

■ 1.8kg／m（重量）

■ 機能

● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

5,700円／m

L-45 遮音フロア
気になる生活音を和らげます。

2m巾フロア
メーターモジュール対応

■ 接着剤 一般工法 ： FL・PC-2　 耐湿工法 ： WPX

断面図

クッションフロア（1.6mm）
ウレタン発泡層（2.9mm）

不織布

■ L値と住宅における生活実感との対応例
人の走り回り、
飛び跳ねなど

（重量床衝撃音LH）
生活実感

遠くから
かすかに聞こえる

上階でかすかに
物音がする

聞こえるが
気にならない

スプーンを落とすと
かすかに聞こえる小さく聞こえる

椅子の移動音
物の落下音など

（軽量床衝撃音LL）

L-40 ほとんど聞こえない

L-45

L-50 小さく聞こえる 椅子を引きずる音は
聞こえる

聞こえる

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

45
55

70

4.5
6.5

1.8

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材 LL値

遮音フロア

一般 カーペットタイル

一般 クッションフロア

総厚（mm）

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

遮音性

【数値の判断基準】
床材の衝撃吸収性はG値（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、
衝撃吸収性が良い目安となります。

JIS A 6519 に準拠

12.0

1.8

4.5
135

126

101
0 100 110 120 130 14090

床材

一般 複合フローリング

一般 クッションフロア

床に衝突した時の加速度
衝撃吸収性に優れる総厚

遮音フロア

(mm)

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※G値の（  ）内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、
　硬さ（Gs）の単位を9.8m／S2に換算した値です。

（※参照）

（990）

（1323）

（1235）

G

衝撃吸収性

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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■ 機能

■ 機能

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
石英岩

リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
ナチュラルタイル 格子 約17.7×17.7cm角 バイアス

リピート 　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角

CM-10215 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック 格子 約45.5×45.5cm角

CM-10214
リピート 　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角

CM-10223

CM-10219

CM-10213

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ93cm ヨコ91cm
サラサテラゾー

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ93cm ヨコ91cm
サラサテラゾー

CM-10217

CM-10218

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
クレマブロック 格子 約45.5×45.5cm角

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
オールドマーブル 格子 約30.3×30.3cm角

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
アンティークタイル 格子 約11.3×11.3cm角

 2.3mm厚 180cm巾 
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ビアンコ 格子 約30×30cm角

 
コンクリート
リバース施工をおすすめします。

 
リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
ブラックスレート

CM-10216

CM-10220

CM-10221

CM-10227

CM-10228

CM-10229

標準価格
（税別）

■ 180cm巾／182cm巾

■ 2.3mm厚

CM-10211～10214・10222・10232・10233・10234　  MADE IN BELGIUM
CM-10219・10228・10229 MADE IN LUXEMBOURG

CM-10211～10214・10219・10222
CM-10228・10229・10232～10234

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含み
　 おきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

■ 200cm巾

■ 2.5mm厚／ 2.6mm厚

■ 2.5mm厚…3.1kg／m（重量）

■ 2.6mm厚…3.2kg／m（重量）

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含み
　 おきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

CM-10223～10227・10230・10231
CM-10215～10218・10220・10221

■ 2.2kg／m（重量）

4,100円／m2

■ 接着剤 一般工法 ： E-1・PC-2　 耐湿工法 ： WPX

CM-10217

7,470円／m

標準価格
（税別） 4,100円／m2 8,200円／m

 2.3mm厚 182cm巾
リピート  タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル 格子 約41.1×45.5cm角

 2.3mm厚 182cm巾
リピート  タテ123.3cm ヨコ182cm
ディムモルタル 格子 約41.1×45.5cm角

CM-10230 
リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
フラッグストーン

CM-10222

CM-10231

CM-10232 
リピート 　タテ10cm ヨコ10cm
チェッカープレートⅡ

 
リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク

CM-10233

リピート 　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角

CM-10211

リピート 　タテ100cm ヨコ100cm
ロカヒタイル 格子 約20×20cm角

CM-10212

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
テラコッタ 格子 約18×18cm角

CM-10224

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ182cm
ブリオストーン 格子 約22.5×22.7cm角

CM-10225

 
リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
アンティーク

CM-10234 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ91cm
ブラックマーブル 格子 約30.3×30.3cm角

CM-10226

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR

2.6mm厚 200cm巾200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚 200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.6mm厚

200cm巾2.6mm厚
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 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ89.5cm ヨコ90cm
カーペット

 2.3mm厚 182cm巾
リピート  タテ123.2cm ヨコ182cm
レインフォレスト 格子 約61.6×22.7cm角

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ91cm ヨコ182cm
クロガスミ 格子 約45.5×45.5cm角

CM-10251 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
ステインオーク 板巾 約15.2cm

CM-10243 
リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
ラフソーン 板巾 約16.7cm

CM-10235

CM-10236

CM-10237

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウッドデッキ 板巾 約10cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ウッドデッキ 板巾 約10cm

リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
ステンシルウッド 板巾 約16.7cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
カントリーウッド 板巾 約15.2cm
※文字が刻印されたデザインです。

リピート 　タテ150cm ヨコ200cm
リアルワイドオーク 板巾 約25cm
ステップ柄合わせをしてください。

リピート 　タテ120cm ヨコ200cm
ペイントウッド 板巾 約14.3cm

リピート 　タテ100cm ヨコ200cm
カラーパーケット

CM-10244

CM-10245

CM-10246

CM-10247

CM-10248

CM-10249

CM-10250

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ93cm ヨコ180cm
アンティークメイプル 板巾 約6cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
ウェスタンパイン 板巾 約8.3cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
メイプル 板巾 約12.1cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ182cm
アカシア 板巾 約10.2cm

 2.3mm厚 182cm巾
コルク
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10076と同色

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-10036と同色

CM-10252

CM-10253

CM-10254

CM-10255

CM-10256

CM-10257

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ160cm ヨコ182cm
チーク 板巾 約15.2cm
1.8mm厚 HM-10039と同色

CM-10258

CM-10248・10249 MADE IN BELGIUM
CM-10243・10246・10250 MADE IN LUXEMBOURG

■ 機能

■ 機能

■ 2.3mm厚

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含み
　 おきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

■ 2.5mm厚／ 2.6mm厚

■ 2.5mm厚…3.1kg／m（重量）

■ 2.6mm厚…3.2kg／m（重量）

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含み
　 おきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

■ 2.2kg／m（重量）

■ 接着剤 一般工法 ： E-1・PC-2　 耐湿工法 ： WPX

標準価格
（税別） 4,100円／m2 7,470円／m

標準価格
（税別） 4,100円／m2 8,200円／m

 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。 

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ125cm ヨコ182cm
ワイルドへリン 板巾 約8.8cm

CM-10241

CM-10242

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ60.6cm ヨコ91cm
洗い出し

CM-10238

■ 182cm巾

■ 200cm巾

 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。 

 2.3mm厚 182cm巾
ミカゲ
リバース施工をおすすめします。 

CM-10239

CM-10240

CM-10242

CM-10247・10251～10258

CM-10243・10246・10248～10250

CM-10235～10242・10244・10245

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR

2.6mm厚 200cm巾

2.6mm厚 200cm巾

200cm巾2.5mm厚

200cm巾2.5mm厚

2.6mm厚 200cm巾
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■ 機能

CM-10259 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約7.5cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ90cm
チェリー 板巾 約7.5cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
アッシュ 板巾 約7.5cm

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm
1.8mm厚 HM-10068と同色

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ124cm ヨコ180cm
オーク 板巾 約7.5cm

CM-10269 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ライムストーン 格子 約22.5×22.5cm角
1.8mm厚 HM-10102と同色

CM-10264 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-10114と同色

CM-10260

CM-10261

CM-10262

CM-10263

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ91cm
モザイク 格子 約1.8×1.8cm角
1.8mm厚 HM-10115と同色

 2.3mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10121と同色

 2.3mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10123と同色

 2.3mm厚 182cm巾
リバース施工をおすすめします。
1.8mm厚 HM-10124と同色

CM-10265

CM-10266

CM-10267

CM-10268

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ポテチーノ

 2.3mm厚 182cm巾
リピート 　タテ90cm ヨコ90cm
ポテチーノ

CM-10270

CM-10271

 2.3mm厚 180cm巾 
リバース施工をおすすめします。
CM-10272

 2.3mm厚 180cm巾 
リバース施工をおすすめします。
CM-10273

■ 180cm巾／182cm巾

■ 2.3mm厚

● 商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含み
　 おきください。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

CM-10259～10274

■ 2.2kg／m（重量）

CM-10268

標準価格
（税別） 4,100円／m2 7,470円／m

CM-10274 2.3mm厚 180cm巾 
リバース施工をおすすめします。

■ 接着剤 一般工法 ： FL・AR
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サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級F☆☆☆☆の
国土交通大臣認定を取得しています。

人に地球にやさしい天然素材です。

床暖房下地への施工法 （KR-10278のみ）

パネル式床暖房の場合
パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、
合板等の捨て貼りを行ってください。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、
とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。
●接着剤　耐熱工法：SD（耐熱ゴム系）
●施工上の注意　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合
施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房
を停止して施工を行ってください（施工中は通熱しないでください）。
コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、
とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。
●接着剤　耐熱工法：SD（耐熱ゴム系）
●施工上の注意　施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験
片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。
他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
摩耗減量（g）

セラミック仕上げの耐摩耗性 （KR-10279）

日本農林規格耐摩耗A試験

セラミック仕上げ
（KR-10279）

一般塩ビタイル

木質フローリング
（WPC加工）

木質フローリング
（アクリル塗装）

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

MADE IN PORTUGAL

751円／枚標準価格
（税別）

9,030円／m2

12,960円／m2

10,270円／m2

オイル仕上げ

■ 30×30cm

■ 4mm厚

■ 20.0kg／ケース（重量）

● 接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。
● 汚れの状況に応じてベンリダインOSケア（BB-547）でお手入れ
してください。

● コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキが
　 ありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。

■ 接着剤　　一般工法：SD（両面塗布）　KE-2（下地のみ塗布）
　 

MADE IN PORTUGAL

812円／枚標準価格
（税別）

アクリルUV仕上げ

■ 30×30cm

■ 4mm厚

■ 20.0kg／ケース（重量）

● 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着し
てください。

● 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所には
　 ワックスメンテナンスをおすすめします。
● コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキが
　 ありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。

(アクリルUV仕上げ)

MADE IN PORTUGAL

1,166円／枚標準価格
（税別）

床暖房に対応

■ 30×30cm

■ 4mm厚

■ 20.0kg／ケース（重量）

● 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着し
てください。

● 日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所には
　 ワックスメンテナンスをおすすめします。
● コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキが
　 ありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。

MADE IN PORTUGAL

924円／枚標準価格
（税別）

セラミック仕上げ

■ 30×30cm

■ 4mm厚

■ 20.0kg／ケース（重量）

● 接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着し
てください。

● 通常ワックスがけの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで
十分です。汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめ
します。

● ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じる
　 ことがありますので、ご注意ください。
● コルクタイルは天然素材のためタイルごとで色柄にバラツキが
　 ありますので、事前に現品サンプルで色柄をご確認ください。

8,350円／m2

KR-10276

KR-10277

KR-10278

KR-10279

KR-10276

自然な感触でベタつきません。

ナチュラルなカラーでワックスも不要です。

ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。

驚きの表面強度で土足使用もOK。ワックスも不要です。

コルクタイル

■ 接着剤　　一般工法：SD（両面塗布）

■ 接着剤　　一般工法：SD（両面塗布）
　 

■ 接着剤　　一般工法：SD（両面塗布）

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。
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■ 91cm巾×25m巻（巾なりカット）

■ 0.7kg／m（重量）

■ 273cm巾×25m巻（巾なりカット）

■ 2.1kg／m（重量）

● 製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおきください。
● ご注文の際は、必ずサイズ（S、W、T）をご指定ください。
● 取扱上のご注意は必ずP.549をご確認ください。

■ 3.4mm厚

Sサイズ

Tサイズ

■ 182cm巾×25m巻（巾なりカット）

■ 1.4kg／m（重量）
Wサイズ

■ 組成 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%

■ 防炎 試験番号　E 2160074

■ 機能

SペットECOⅡ

S-153 常備在庫サイズ S・WS-143 常備在庫サイズ S・W・TS-152 常備在庫サイズ S・W・T

S-148 常備在庫サイズ S・WS-146 常備在庫サイズ S・W・TS-145 常備在庫サイズ S・W・T

S-149 常備在庫サイズ S・WS-147 常備在庫サイズ S・W・TS-158 常備在庫サイズ S・W

S-150 常備在庫サイズ WのみS-156 常備在庫サイズ S・W

S：91cm巾 W：182cm巾 T：273cm巾
常備在庫サイズ一覧表

S-143 ○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

S-145
S-146
S-147
S-148
S-149
S-150
S-152
S-153
S-156
S-158

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。

再生PET繊維56％

16104003
株式会社 フジコー
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