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METHOD & REFERENCE
工法・資料

METHOD & REFERENCE
工 法・資 料
当 社 製 品 の 施 工 方 法 ・メ ン テ ナ ン ス 方 法 を ご 紹 介 し ま す。
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外壁工事は安心・安全の時代へ

特許取得済

アド・レールハル工法
従来では難しかった400角600角の規格石材、大型タイルの外壁へ
の施工、さまざまな大きさや形状の外壁材が、石材の大きさや目地幅
に合わせてカンタンで安全に外壁へ施工することを可能にした工法
です。アドヴァンの安全・安心『アド・レールハル工法』はタイル、
石材、レンガなどの外壁材をしっかり固定し地震にも強い工法です。

アド・レールハル工法
ポイント

1

ポイント

2

ポイント

3

ポイント

4

5つのポイント

安心・安全な工法です。
下地と仕上げ材を分離している為、
地震の時でも建物の動きによる影響を受けにくい工法です。

あらゆる構造に対応しています。
木造及びRC造から、従来タイル外装が不可能と言われていたALCまで、
構造体を選びません。

3 つの工法でどんな仕上げ材でも可能です。
規格石材、大判タイルや割り肌石材などの材料に合わせて、
工法を用意しております。

リフォームにも最適です。
既存の外壁を撤去することなく、
施工できるのもアド・レールハル工法の魅力のひとつ。
既存の外装材の上に直接基盤を貼り付けますので、廃材も少なく抑えられます。

ポイント

5

高い耐久性です。
強度の高いステンレス及び新鋼板のパンチングを使用。無数の孔を接着剤が通過
し固化する結合工法の為、石材やタイルの落下を防ぎます。また、石材を結合し
た基盤と下地材(躯体)との間に隙間を設けることによって雨水がこもることなく、
白華現象も防ぎ、凍害にも有効な工法です。
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〔規格石材・アド砂岩・大判磁器タイル〕

300角以上の規格石材・大型タイルを安全に貼ることができます。壁厚を最小限に抑えることができる工法です。

400×600×15 〜 20石材

600×600タイル

工法・資料

300×300×10タイル

METHOD & REFERENCE

アド・オオバンレール工法

600×1200タイル
単位：mm
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販 売 価格（単位：円／㎡）

施工する
石材 等の高さ

単価：円／㎡

仕様

木造

RC

基 盤＋木造ビス

基 盤＋RC用アンカー

セメント中空板・
ALC100㎜

基盤取付け費
参考価格（実費）

基 盤＋絶 縁シート＋
ALC 専用アンカー

ステンレスSUS430製
7,000
7,400
7,600
鋼板 ZAMメッキ仕上
5,600
6,000
6,200
ステンレスSUS304製
（受 注生 産）
別途お問い合わせください
ステンレスSUS430製
5,800
6,100
6,300
H400mm
鋼板 ZAMメッキ仕上
4,600
4,900
5,100
ステンレスSUS304製
（受 注生 産）
別途お問い合わせください
ステンレスSUS430製
4,000
4,400
4,500
H600mm
鋼板 ZAMメッキ仕上
3,300
3,600
3,700
ステンレスSUS304製
（受 注生 産）
別途お問い合わせください
仕上材取付用接着剤 600㎖/本 価格￥1,500/本（10本/ケース）ダンゴ付約15ヶ所塗付可
H300mm

＋
4,900

● ALC100㎜以上の場合、対荷重は40kg以下（仕上材＋接着剤）となります。 ● ALC50㎜の場合は必ず、ALCを横張り・胴縁（C型鋼）を縦張りにしてください。 ● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。
● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。 ● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp

アド・オオバンレール工法
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工法
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アド・ピンメッシュ工法
さまざまな大きさや形状の商品に適しています。
商品の自重を受ける為、無数のパンチング孔の上
にピンを掛け、そのピンに商品を乗せ、ダンゴ状
にした接着剤をピンメッシュ基盤にからませて施
工できる工法です。
壁用乱形石材

壁用セメント人造石
単位：mm
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販 売 価格（単位：円／㎡）

単価：円／㎡

仕様

ステンレス
鋼板

SUS430製

ZAMメッキ仕上

ステンレス

SUS304製
（受 注生 産）
仕上材取付用接着剤 600㎖/本

セメント中空板・
ALC100㎜

木造

RC

基 盤＋木造ビス

基 盤＋RC用アンカー

基 盤＋絶 縁シート＋
ALC 専用アンカー

9,300

9,500

10,000

5,700

6,100

6,700

基盤取付け費
参考価格（実費）

＋
4,900

別途お問い合わせください。
価格￥1,500/本（10本/ケース）ダンゴ付約15ヶ所塗付可

● ALC100㎜以上の場合、対荷重は40kg以下（仕上材＋接着剤）となります。 ● ALC50㎜の場合は必ず、ALCを横張り・胴縁（C型鋼）を縦張りにしてください。 ● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。
● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。 ● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp
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〔スプリットフェイス・ブリック等〕
レールと網を使用し、ブリックタイル等の細い
材料の施工に適しています。
材料の大きさ、目地幅に合わせて自由に施工で
きます。

約65×約215×約22mmレンガタイル
単位：mm
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工法・資料

98 〜 102×70 〜 500×15 〜 30mm割り肌石材

METHOD & REFERENCE

アド・アミレール工法
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販 売 価格（単位：円／㎡）

施工する
仕上材の高さ

仕様

木造

RC

基 盤＋木造ビス

基 盤＋RC用アンカー

鉄骨ALC50㎜
基 盤 + 絶 縁シート+
鉄 骨ビス

セメント中空板・
鉄骨ALC100㎜以上

ステンレス SUS430製
9,400
10,000
9,700
鋼板 ZAMメッキ仕上
7,500
7,300
7,100
ステンレス SUS304製
（受 注生 産）
別途お問い合わせください
ステンレス SUS430製
7,200
8,000
7,800
H100mm
鋼板 ZAMメッキ仕上
6,600
6,500
6,400
ステンレス SUS304製
（受 注生 産）
別途お問い合わせください
ステンレス SUS430製
7,900
7,900
7,700
H150mm
鋼板 ZAMメッキ仕上
6,500
6,000
5,900
ステンレス SUS304製
（受 注生 産）
別途お問い合わせください
仕上材取付用接着剤 600㎖/本 価格￥1,500/本（10本/ケース）ダンゴ付約15ヶ所塗付可
H70mm

基盤取付け費
参考価格（実費）

基 盤＋絶 縁シート＋
ALC 専用アンカー

9,400
6,800
7,500
6,100

＋
4,900

7,400
5,600

● ALC100㎜以上の場合、対荷重は40kg以下（仕上材＋接着剤）となります。 ● ALC50㎜の場合は必ず、ALCを横張り・胴縁（C型鋼）を縦張りにしてください。 ● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。
● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。 ● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp

アド・ピンメッシュ工法

アド・アミレール工法
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アド・砂岩 施工方法

■乾式工法（1次金物及び2次金物使用）

■PCカーテンウォール工法

使用サイズはアド・砂岩S、
ライムストーンS400×600mm以上の大板サ

プレキャストコンクリート
（PC）カーテンウォールは、耐火性能や水密性

イズの板厚25・30mm以上をご使用ください。

能に優れた外壁工法で、アド砂岩S、アドライムストーンS（板厚30〜
35mm）PCカーテンウォールはそのメリットを最大限に発揮しています。

（1）外装の中・高層階への施工は、金物を使用して石材の荷重を支える乾式
工法が一般的に行われます。
（2）コンクリート駆体の所定の位置にアンカーボルトを打ち込みこれにボル
トを挿入します。
これに金具を1組づつ左右に取り付け調整用ボルトで金
具を調整します。
（3）
ダボピンをダボ穴にエポキシ樹脂接着剤を注入して固定。
（4）取り付けは、上下のダボピン間隔を測定してレベル調整、ナット絞めを行
います。

（1）
この工法は、仕上げ材の裏面にエポキシ系樹脂を塗布し珪砂をまき、シ
アコネクターを取り付け、PC板とを絶縁した状態でシアコネクター、カス
ガイ、ホークアンカーなどの金物で両者を結び付けます。
（2）シアコネクター等を石の裏に固定した後、鋼製型枠に石をセットしシー
ルを行い、鉄筋を建て込み、コンクリートを打設し、脱型養生の後出荷さ
れます。

（5）取り付け終了後、駆体とアングルファスナーを急結セメントで充填固定し
ます。

（3）PC板のサイズは、設計の石割りによって決まりますが、一般に3ｍ×4ｍ前
後で、板厚は石厚30mm、PC板150mmとすれば180mmです。板厚は設計に
より250mm位まであります。1枚のパネルの重量は3.5ｔ〜5.0ｔ程度です。

（6）目地詰めは、表面を、マスキングテープで保護してシーリング材を打ち込
みます。目地幅は6〜10mmです。

（4）完成したPCパネルは、現場でクレーンで吊り上げられ躯体から伸びる鉄
筋にファスナーと呼ばれる金物で固定されます。

（注）貼りしろのない場合は、2次プレートを使用しない金物で固定。
（ 2次プ
レートは前後のアジャスト10mm位を可能にする）

（5）PC工法のメリットは、工場生産による品質管理のPC板に、仕上げ材の表
面を下にしてコンクリートを打ち込むため、目違いがほとんど出ず寸法
精度が高く仕上がることと、現場取り付けもクレーンによるため石貼り職
人、足場を必要とせず工期が短縮されることです。

〔金物（アングルファスナー、2次式プレート）取付例〕

〔クレーンによるPC板吊り上げ〕

〔躯体へのファスナーによるPC板取り付け図〕
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鉄骨

■施工についてのお願い
（1）型枠成形のため、若干の寸法誤差がありますので、あらかじめ目地で
逃がせるように割付けをお願いします。

（5）目地詰めの際のシーリングテープは、テープ糊が付着して汚染する場
合があります。できるだけ速く取り除いてくだい。

（2）本製品は製造の過程で、若干の色差がでる場合がありますのでご了承
ください。

（6）現場での製品保管は、雨に濡れたりして製品を汚染しないようにご留
意をお願いします。

（3）現場で切断加工の場合、切粉が製品表面に付着する場合がありますの
で、切粉は充分に洗い流してください。

（7）施工後の洗浄には、酸性のものは避けてください。表面が侵されるお
それがありますので、特に陶磁器タイルの酸による洗浄の際は、ご注
意ください。

（4）セメント系目地剤の場合、目地詰めはできるだけ製品の表面を汚染し
ないようにし、早めにモルタルをふきとってください。コーキング目地
は、ポリサルファイド系をおすすめします。

1223

（8）酸性の洗剤やカビ取り剤等もご使用にならないでください。

■接着剤による圧着貼り

湿式工法は、サイズはアド・砂岩S、
ライムス

この工法は、サイズはアド・砂岩S、
ライムス

S400×600mm、600mm角、板厚25mmをご

トーンＳ共に400×600mm、600mm角（板厚

トーンＳ共に400×600mm、600mm角（板厚

使用ください。

10・15・20mm）のものを使用し、低層階（1階

10・15・20mm）のものを使用し、内装の1階

部分程度）の圧着工法で、中層階（高さ3〜

部分程度（高さ2.7m）でそれ以上の高さでは

4m以上10m程度）の場合は、板厚25mmを

板厚25mmを使用して半乾式工法又は、乾式

使用して半乾式工法又は、乾式工法をご検討

工法をご検討ください。

（点づけ、内装向）

使用サイズはアド・砂岩Ｓ、ライムストーン

ください。
（1）木造RC等の壁躯体面に下地モルタルを木ゴ
テ押さえでつくり中塗り程度の仕上りが必要
です。

（3）目地幅は6〜10mmモルタル目地又はシーリ
ング目地とします。

（1）RC又は合板、パーティクルボード等の下地に
は、エポキシ系接着剤をご使用ください。
（2）接着剤を裏面にダンゴ状に6点もしくは8点
づけして、壁面に押しつけて圧着します。通
常ダンゴは20mm位に盛りつけ、圧着して
10mm位に圧着します。

（1）主に内装の石貼りとして使われていますが、
外装の場合は高さ2階程度が適当です。
（2）コンクリート駆体から、5mmの間隔をおいて、
錆どめをした異形鉄筋（9mm）を這わせ、こ
れ に 引 き 金 物 とし て ス テ ン レ ス 製 丸 棒
（3mm）を巻き込んで固定します。
（3）石と駆体の間には、要所要所に急結セメント、
止水剤で石を固定すると共に、ダボピン、引
き金物は、ボンドで固定します。
（4）目地幅は6〜10mmシーリング目地とします。

（3）目地幅は湿式工法と同じです。

〔半乾式引き金物工法〕

（注）エポキシ系接着剤を、ノッチゴテで下地側
と製品裏面全面に塗布して圧着する方法も
あります。

（4）目地詰めでは、できるだけ製品の表面を汚染
しないでモルタルをふきとってください。

〔改良圧着貼り湿式工法〕

〔エポキシ系樹脂圧着貼り工法〕

アド・砂岩Ｓ
アド・ライムストーンＳ

アド・砂岩Ｓ
アド・ライムストーンＳ

木造又は

急結セメント

アドケラボンド
（セメント系）

10・15・20mm

10・15・20mm

アド・ライムストーンＳフロア、アド・クリスタルの床施工の概要
■敷きモルタル工法

■貼り付けモルタル圧着工法

（1）施工前に下地面に付着しているホコリや油脂類はきれいに除去してください。

（1）施工前に下地面に付着しているホコリや油脂類はきれいに除去してください。

（2）敷きモルタルを厚さ40〜60mmにならしてコンクリートスラブの不陸の調整
を行います。

（2）床面にモルタルで下地をつくります。

（3）セメントペースト
（ノロ）を敷き、その上にアド・ライムストーンSフロアをのせ
ます。
（4）石材は軽くたたきながら貼り付けていきます。
（5）若干の寸法誤差（0〜＋2mm程度）がありますので、目地幅は5mm以上おと
りください。
（6）目地詰めでは、できるだけ製品の表面を汚染しないでモルタルをふきとって
ください。

敷きモルタル

（3）この上に貼り付け用モルタルを塗ります。貼り付け用モルタルをつくる場合
には接着用混和剤を必ず添加してください。
（4）石材を貼り付けていきます。
（5）若干の寸法誤差（0〜＋2mm程度）がありますので、目地幅は5mm以上おと
りください。

下地モルタル
貼り付けモルタル

セメント1：砂3

木ゴテ押さえ

セメント1：砂2.5：混和剤（セメントの重量の10〜15％）

セメント1：砂2.5

セメントペースト
（ノロ）

アド・砂岩 施工方法
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工法

（2）圧着セメント
（ポリマーセメントモルタル）を、
下地と製品裏面の両方に塗付け、下地面に
左右にもみ込んで面調整をしながら、下段部
より積み上げ施工します。

■空積み工法

工法・資料

■セメントモルタル貼り
湿式工法（改良圧着貼り）

METHOD & REFERENCE

施工法のモデルとして「概要」を示したものですから、石工事店とのお打ち合せのうえ、工法、板厚、施工高さ、下地等をご検討ください。

石材施工方法
壁への施工
●接着剤貼り（点づけ）

仮固定用接着剤

①モルタルと、 合板、パーティクルボード等の下地にはエポ

400角の例

キシ系接着剤が最適です。下地モルタルをつくる場合は壁面
の接着面をよく清掃してください。
石

②エポキシ系接着剤を石の裏側にだんご状に 4 点、もしくは 5
点、点づけして、壁面に押しつけて圧着します。

エポキシ系接着剤
材

③ 2 液混合タイプの接着剤は、よく撹拌して、ご使用ください。
撹拌が不充分ですとシミの原因になることがあります。

皿頭ビス

④汚染を防止するために、白色系の石材およびライムストーン
系の石材では、撥水処理のうえ施工してください。

ボード

⑤目地詰めは、石質により 3 〜 6㎜で行ってください。

鋼鉄下地

●乾式工法

エポキシ系接着剤

ホールインアンカー

●空積み工法

石材

して使われています。

近年 3 階以上の外壁石

縦筋

主に内装の石貼り方法と

貼りは、ほとんどこの乾
式 工 法を採 用する場 合

急結セメント
石材

外 装 の 場 合 は、2 階 程
ダボピン

が多くなっています。

度までの低い箇所にとど

ただし、厚みは 25㎜以

ダボピン

め、水の流れなどを充分

上とします。

に検討してください。
プレート

Ａ…
（使用する金物の型
式により異なる）
1 次金物を使用後、
50㎜〜 70㎜
2 次金物を使用時、
70㎜以上必要

引金物

ボルト・ナット

横筋

アングル
A

t

４０

アド・クリップ工法

t

特許第5667465号

タイルや石材の段差をなくして平滑に仕上げます。
アド・クリップ
工法

通常の圧着貼り工法
丁寧に圧着しても
下地の傾斜を拾いやすく、
段差が出来やすくなります。

アド・クリップ工法なら、
下地のボコボコを拾わず
平滑に仕上げることができます。

使用方法
A cm

石の大きさにより使用する
クリップスペーサーが違います。

10 200
15 133 89
20 100 67 50
25 80 53 40 32
30 100 67 50 40 44

①目地ピッチと
クリップを置く。

②クリップの上に
タイルを置く。

③クリップにくさびを入れ、
プライヤーで
きつく締める。

B

33 91 61 45 36 40 37
40 75 50 37 30 33 30 25

A

45 67 44 33 27 30 27 22 20
50 60 40 30 24 27 24 20 18 16
60 50 33 25 20 22 20 17 15 13 11
80 50 33 25 20 21 19 16 14 12 10

9

90 44 30 22 18 19 17 14 12 11

9

8

7

100 50 33 25 20 20 18 15 13 12 10

9

8

8

120 42 28 21 17 17 15 13 11 10

7

6

7

8

必ず専用接着剤
アド・フラットクリップボンド
をご使用ください。
6

10 15 20 25 30 33 40 45 50 60 80 90 100 120 B cm

例）①400×400→25個/㎡
②600×600→11個/㎡
③300×600→22個/㎡

施工用目地ピッチ（3㎜）
薄物用クリップ（厚さ3 〜 12mm）

厚物用クリップ（厚さ12 〜 20mm）

くさび

床用プライヤー

KBCP-180BA500

KBCP-180BA400

KBCP-180CU500 KBCP-231
231

販売価格 ￥10,900/袋(500個入)

販売価格 ￥11,900/袋(400個入)

販売価格 ￥12,900/袋(500個入) 販売価格 ￥6,700/個
6,700/個

KBR-159200E
販売価格 ￥1,100/袋（200個入）

壁用プライヤー
ー

KBCP-231R
231RⅠV
販売価格 ￥6,700/個
,700/個
/個

目地ピッチ（3㎜）

KBR-02902
K
販売価格 ￥900/袋（200個入）
販
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METHOD & REFERENCE

床への施工
●アドヴァン推奨接着剤による接着剤貼り 1
アド・ユカ・ピタリボンド

アド・ユカ・ピタリボンド A ＋アド・ソフト A

A ソフト施工方法（石材をベニヤ下地に施工）

※下地の清掃後、吸水が激しい場合は アド・下地プライマー A を塗布してから施工してください。
①ソフト A・7.5 〜 8ℓとユカ・ピタリボンド A・25kg（1 袋）をハンドミキサーを使用して均一になるように
よく混ぜます。

工法・資料

※混合後の使用可能時間は 4 時間です。混合後はバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よ
く混ぜてください。（上記の混合量の範囲内で練り具合を確認しながら施工してください。）
※施工が可能な下地の温度は＋ 5℃〜＋ 35℃です。
※気温が 10℃以下になると下地の温度が 5℃以下になる事があるので注意してください。

指先にくっつく状態で
張り付けてください。

②下地にくし目ごてでユカ・ピタリボンド A ソフトをコテ圧をかけ、しごき塗りをします。
※塗り付け後 5 〜 15 分以内に石材、床タイルを張り付けてください。しごき塗り後 5 分以内でも表面に膜
が張ったら（皮張り）取り除いて、再度しごき塗り後すみやかに施工してください。

※皮張りして
いないか確認

③石材の裏面にもユカ・ピタリボンド A ソフトを薄く全面に塗り付け、改良圧着貼りしてください。
※ズレの手直しは、20 分以内に行ってください。
④施工後、48 時間で目地詰め可能になります。
（気温 23℃、湿度 50％）さらに 72 時間で軽歩行が可能に
なります。
※冬季の気温 7℃湿度 20％では 7 日以上、養生期間をとってください。

工法

注）養生シートは、必ず通気性のあるタイプをご使用ください。
外部の場合、施工後 1 週間は雨、水をあてないよう養生を行ってください。
※二重床で使用する場合は営業担当にご相談ください。

石材裏面しごき塗り
（塗厚 1㎜）

●アドヴァン推奨接着剤による接着剤貼り 2（速乾性があるセメント系接着剤）
アド・ニュ−スピードボンド

アド・ニュースピードボンド＋水

A ソフト施工方法（石材をモルタル下地に施工）

※下地の清掃後、吸水が激しい場合は アド・下地プライマー A を塗布してから施工してください。
（乾燥は 1 時間程度）
①ニュースピードボンド A・25kg（1 袋）とソフト A・8 〜 8.5ℓを（上記の混合量の範囲内で練り具合を確認
しながら施工してください。）均一になるようによく混ぜます。
※混合後の使用可能時間は 30 分です。混合後はバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よ
く混ぜてください。
※施工が可能な下地の温度は＋ 5℃〜＋ 25℃です。
※気温が 10℃以下になると下地の温度が 5℃以下になる事があるので注意してください。

指先にくっつく状態で
張り付けてください。
※皮張りして
いないか確認

②下地にくし目ごてで、ニュースピードボンド A ソフトをコテ圧をかけ、しごき塗りをします。
※塗り付け後 5 分以内に石材を張り付けてください。しごき塗り後 5 分以内でも表面に膜が張ったら
（皮張り）
取り除いて再度しごき塗り後、すみやかに施工してください。
③石材の裏面にもニュースピードボンド A ソフトを全面に塗り付け改良圧着貼りをしてください。
※ズレの直しは 5 〜 10 分以内で行ってください。
④施工後 3 〜 4 時間で目地詰めが可能になります。（気温 23℃、湿度 50％）
目地詰め可能目安
（施工後）
：
壁・床 4 時間後
歩行可能目安
（施工後）
：
4 時間後
※外部の場合、施工後 1 週間は雨、水をあてないよう養生を行ってください。

石材裏面しごき塗り
（塗厚 1㎜）

割り肌石の施工
●方形商品
①割り肌商品の石材は寸法に多少の誤差がありますので、目地幅は各商品ページをご参照ください。
②割れ面のため、5 〜 10㎜前後の板厚の差がありますので、施工ではこれを考慮にいれた施工法をとってください。
③壁・床の施工とも、従来工法のモルタルにより貼り込み、板厚の差を吸収する工法をとってください。
④目地詰めの際は、割り肌の粗面にモルタルが残らないように拭き取りを充分に行ってください。
⑤汚染防止のため、施工後に「石にしみこんで保護」の塗布をおすすめします。

●乱形商品
①割り肌商品の石材は寸法に多少の誤差がありますので、目地幅は各商品ページをご参照ください。
②割れ面のため、5 〜 20㎜前後の板厚の差がありますので、施工はこれを考慮にいれた施工法をとってください。
③壁・床の施工とも、従来工法のモルタルにより貼り込み、板厚の差を吸収する工法をとってください。
④目地詰めの際は、割り肌の粗面にモルタルが残らないように拭き取りを充分に行ってください。
⑤汚染防止のため、施工後に「石にしみこんで保護」の塗布をおすすめします。
⑥必要数量についての注意

カタログ表示のパレット入数は、未加工で施工した場合の㎡数量です。石の形状を削り形
を整えて施工する場合は、20 〜 30％多めに必要になりますので、お見積り、ご注文の際は、
くれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。

基準施工例 ( 未加工で施工）

このように形状を整え、目地幅を
つめた張り方にすると、使用量が
20 〜 30％増えます。

0個入）

壁・床への施工時の注意事項
●ホワイト、ピンク系の大理石及び吸水性の高い石材をモルタルで施工する場合は壁、床とも必ず白色セメント、寒水粉をご使用ください。
●目地は通常 8㎜以上が適当ですが、石材によって若干異なります。
●ホワイト、ピンク系の大理石をベニヤ合板やコンパネ下地の壁面に施工する場合は必ず下地パネルにアク止めプライマーを塗布してください。

0個入）
石材施工方法
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ブリック・メルスストーンの施工方法

改良圧着工法

改 良 圧 着 張り工 法 は 、張り付 けモ ルタルを下 地 面に塗り、これ が 硬 化しな いうち
に、タイル裏面にも同じ張り付けモルタルを塗り付けて張り付ける工法です。下地と
タイルの両側に張り付けモルタルを塗り付けるため、良好な接着強度が得られます。

施工手順

1

下地の清掃後、吸水が激しい場合は アド・下地プライマー Aを
塗布してから施工してください。
下地（ベニヤなど）がしっかり固定されていることを確認してください。

5

貼り込み前の調節

※冬季の気温7℃湿度20％では7日以上、養生期間をとってください。
目地バッグを使用し、材料の厚さの2／3以上まで、隙間ができないよ
うにしっかり目地詰めしてください。目地詰めが不充分だと材料の裏に
水が廻り、剥離の原因となります。目地バッグを使用する際は、目地材が
ゆるめの方がスムーズに抽出できます。

はじめに全体的なバランスを見るために、数ケースを混ぜ合わせて並べてください。

2

目地詰め
施工後、48時間で目地詰めできます。
（気温23℃、湿度50％）

張り付けモルタルをご使用ください。

6
3

下地にくし目ゴテで張り付けモルタルをコテ圧をかけ、しご
き塗りをします。

※しごき塗り後5分以内に仕上げ材を張り付けてください。
しごき塗り後5分以内でも表面に膜が張ったら（皮張り）取り除いて、再度しご
き塗り後すみやかに施工してください。
指先にくっつく状態で
張り付けてください。

※皮張りしていないか確認

目地仕上げ

目地詰め後20 〜 30分放置し、半乾き状態になってから竹ベラ等では
み出したモルタルをかき落としてください。材料の表面に付着したモル
タルは、必ず半硬化状態になってからブラシ、竹ベラ等でかき落として
ください。

7

コーティング処理

外部への施工の際は、防水効果と表面保護効果のある専用浸透性吸水防
止剤、アドシラン（ADC-500)を塗布してください。材料の表面が完全に
乾いた状態で塗布し、塗布後3日間は絶対に水がかからないように注意
してください。

＜施工時の環境条件＞

4

セメント系ブリック・ストーンの裏面にも張り付けモルタルを
薄く全面に塗り付け改良圧着張りしてください。

①降雨、降雪時および強風時など貼り付け作業に支障があるとき、なら
びにこれらが予想される場合は、原則として施工を行わないでくださ
い。
②寒冷期に施工する場合、気温が5℃以下のときは作業を中止するか、
適切な保温対策を講じてください。

この際、圧着が弱いと剥離の原因になります。施工中ズレが生じそうな重量のあ
る仕上げ材を張る場合は、下から順に積み上げて張り、ズレないように仮止め
をしてください。
一番下の仕上げ材の下部は、ズレないように固定してください。
※ズレの手直しは20分以内に行ってください。

仕上げ材裏面
しごき塗り（塗厚1㎜）

● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
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●深目地はクラック及び剥離の原因となります。目地セメントは必ず仕
上げ材料の厚みの2／3以上詰めてください。
●外部の場合は、施工後1週間は雨、水をあてないよう養生を行ってく
ださい。
●高所や危険な箇所への施工の際は、営業にご相談ください。
●バスルームやシャワールームなど、水が頻繁にあたる場所への施工は
避けてください。
●アドシャット保護は必ず材料が乾燥した状態で塗布してください。
湿っていると浸透しません。
●アドシャット保護後、水をすぐにかけないでください。材料の奥に入
り込みすぎて表面保護効果がなくなります。
●門柱に使用する場合など、凝石そのものを笠木として使用することは
避けてください。また、笠木には透水しない材料を使用し、充分な大
きさを確保するようにしてください。笠木下部には、水切りを設けて
ください。これらの条件を満たさないと石の裏面に水がまわり、全体
的に白華する恐れがあります。
●酸洗いは変色の原因となりますので避けてください。
●木造住宅は十分な強度をもたせてください。施工後、クラックの原因
となります。
●下地ジョイント部分を仕上げ材がまたぐ部分は、下地の動きにとも
ないクラックが発生するおそれがあります。仕上げ材割付けの際は
ご注意ください。

施工の注意点
加工

石膏ボード・合板・ケイカル板・モルタル
注意）下地材は不陸がないように 3mm 以内としてください。
※合板・ケイ酸カルシウム板・モルタルはプライマー処理が必要です。

切断は電動鋸（ダイヤモンドチップソー）を使用してください。
穴開けはホールソーであけるか、小穴Φ12 をあけた後、ジ
グソーで切断します。
切断面はヤスリやサンドペーパーで仕上げてください。

搬入・養生
コンクリエイトを手運びする際は破損防止の為ケースを立てて
運んでください。養生は平らな場所に平置きをしてください。
注意）立てかけると癖が付き施工が困難になります。
養生テープは表面に貼らないでください。色が取れる可能性があります。

工法・資料

下地

METHOD & REFERENCE

コンクリエイトの施工方法

目地
目地施工
（シーリング）

割付け
資料

開口部に切欠きが出ない割付けを
お勧めします。
※切欠きを行う場合は、コーナー
部にドリルでΦ12 ㎜を先に開け
てから切断してください。

施工手順
1

プライマー処理を行います。

4

を塗布してください。
アド・下地プライマー A（KBA105144）

2

接着剤塗布を行います。
接着剤は約 2mm 厚で下図のように塗布してください。
[線状で塗布]

割り付けを行います。
下地材と仕上げ材が重ならないようにしてください。
突き付施工はできません。3mm以上の目地を取ってください。

上
m以

材 3m

下地

2mm

接着剤
3mm

150mm以下

3

カット・加工を行います。

[点状で塗布]

切断はあて木を用いて、必ず刃物を表面から入れて裏面
から出るようにしてください。
穴あけ・切り欠きは必ず 6R(φ12mm) 以上の刃物を用い
て、表面からコーナー部に穴をあけてから行ってください。
[穴あけ]

20mm

接着剤

150mm以下

地

材目

下地

[切り欠き]
6R

6R

150mm以下

20mm

150mmより
大きい

塗布量が少なかったり、塗布間隔が離れすぎると、端部の
浮きや反りが発生することがありますのでご注意ください。
接着剤は下地によって適正な接着剤を選定してください。
クラック

注意
図のようにピン角でカットした場合、クラック発生の恐
れがありますので、切り欠きでなく、複数枚を使用する
割り付けとしてください。

5

仕上げを行います。
カット面は目の細かいサンドペーパーをあて木に添えて、
軽く面取りしてください。

注意
ビス固定をする際は、必ず下穴を開けてからビスで固定
して下さい。
下穴を開けないとヒビ割れの原因となります。

ブリック・メルスストーン施工方法

コンクリエイト施工方法
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フローリングの施工方法とメンテナンス
施工について
※工法は製品によって異なります。必ず各製品ページにて工法を確認の上、従ってください。

［ 仮並べ ］
◇施工 1 週間前には開梱し、施工現場に馴染ませるために 2 〜 3 日は仮並べしてください。
◇天然木のため、色・柄にバラツキがあります。仮並べの際、節、色目、柄のバランスを調整してください。
◇また、乱尺のフローリングは、長さの長いもの、短いもののジョイントが集中しないように仮並べしてください。

［ クリアランス ］
◇壁際には必ず 5 〜 10mm ほどの隙間を設けてください。天然木は馴染むまで伸縮を繰り返します。
◇ビニル巾木の使用は避けてください。
◇気候条件、季節、室温などの影響を考慮し、無理に叩き込んだりせず、長手方向のジョイントは軽くふれる程度に寄せ、短手は名刺 1 枚程度隙間を空
けて施工することで、施工後の突き上げを回避できます。特に乾燥した冬季に施工する場合は、湿度が高くなる季節に材料が伸びることを考慮して隙間
を設けてください。長手方向に対して複合フローリングは 5 〜 10 枚おきに、無垢フローリングは 2 〜 3 枚おきに、フローリングの密着部分に名刺 1
枚分程度の隙間を設けてください。

釘・糊併用工法［合板捨貼下地］
［ 合板捨貼下地の注意点 ］

直貼り工法［モルタル下地または合板下地］
［ モルタル下地の場合の注意点 ］

◇根太下地、根太に使用する材料は充分に乾燥したもので、仕上げ材を貼
り込むのに必要な強度を有するものとします。
◇根太間隔は 300mm 程度として均等に配置してください。
◇必ず 12mm 以上の耐水合板を捨て貼りしてください。この場合、
床鳴り、
たわみ、目違いがないように注意してください。
◇捨て貼りした合板に根太の墨出しをしてください。
◇下からの湿気が多い場所では、0.1mm 以上のポリエチレン防湿フィル
ムを敷くなど、湿気対策をしてください。
（防湿フィルムは合板と下地の間に敷いてください。）
◇遮音マットシートに直接施工しないでください。

◇セルフレベラーで下地調整し、不陸は 1m につき 2mm 以下にしてください。
◇下地の乾燥は、モルタル水分計で測定して 8％以下とし、土間に接する
コンクリートは防水処理をしてください。乾燥が不十分な場合、接着不
良、床材の反り・伸びなどの不具合が生じることがあります。
◇出入り口、壁等の貼り代は、高低の差が均一になるようにしてください。
◇下地の凸凹、ゴミ、ホコリを除去してください。
◇施工室温は 18℃以上が標準です。
◇遮音マットシートに直接施工しないでください。

［ モルタル下地または合板下地への施工 ］
［ 合板捨貼下地への施工 ］
◇フローリングは、根太に直角に施工します。
◇接着剤と釘の併用で施工してください。
◇接着剤は、木質床材用ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
部 分 塗 布 を 避 け、 く し 目 コ テ 等 で 下 地 全 体 に 塗 布 し て く だ さ い。
木工用ボンドは使用しないでください。床鳴り及び黒シミの原因になり
ます。
◇釘は長さ 38 〜 45mm のスクリュー釘またはステープルを使用してく
ださい。（釘の長さは材厚の 3 倍以上としてください）
◇エアガンで釘またはステープルを雄サネの上面入墨部に 45°の角度で、
打ち込んでください。釘の間隔は 300mm 程度です。エアガンがない
場合はドリルで穴をあけ、釘を金槌で打ち込み、ポンチ等で叩いて入れ
てください。
◇釘は下地合板を通して墨出しした根太にしっかり固定してください。
◇木質なので反りや変形があります。施工時には矯正しながらはめ込んでく
ださい。

◇接着剤は、必ず直貼り用のウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
部分塗布を避け、くし目コテ等で下地全体に塗布してください。
◇木質なので反りや変型があります。施工時には矯正しながらはめ込んで
ください。
◇接着後はゴムハンマーで充分圧着し、強く踏みつけてフロアーの浮きを
点検してください。
直貼り工法（モルタル下地）
巾木

フローリング

緩衝材

壁

下地モルタル

接着剤

［ 床暖房対応フローリングの施工と注意事項 ］
■施工上の注意事項
【モルタル下地合板捨貼り工法】

【根太組工法】合板捨貼り

フローリング

フローリング

合板捨貼りt12以上

合板捨貼りt12以上

根太
モルタル
大引

【システムフロア工法】
フローリング
合板捨貼りt12以上

システムフロア
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◇必ず t12mm の捨て貼りをし根太の位置を墨出ししてください。
◇部分的な床暖房は避け、床面全体、部屋単位の暖房としてください。
・床暖房パネルの上に 12mm 厚以上の耐水合板を捨て貼りしてください。
捨て貼り合板は千鳥に貼り、少し目透しして床暖房パネルの小根太部分に釘止め
してください。
温水パイプの位置を合板に記しておき、フローリングの釘を誤って温水
パイプに打たないように注意してください。
◇各床暖房メーカーの施工要領にしたがって、正しく施工してください。
・施工は必ず釘とウレタン系接着剤を併用してください。
・接着剤は捨て貼り合板に全面塗布して施工ください。釘は温水パイプを傷つけな
いように、小根太の部分で留めてください。
◇コンクリート・モルタル埋設型の床暖房システムは、施工する前に必ず試運転を行
ない、コンクリート・モルタルを充分に乾燥させてください。コンクリート・モル
タルに湿気があるとフローリングが反る場合があります。
◇床暖房対応フローリング以外のフローリングはご使用にならないでください。

■床暖房使用時の注意事項
◇温度の上げすぎに注意してください。床表面温度は 25 〜 27℃に維持し、室内の
湿度は 35％以上を保ってください。
◇床暖房により床材が暖められると、材料は収縮しますが、湿度の高くなる季節に材
料が伸びることを想定して寸法をとってください。
・床暖房システムの運転は、施工完了後 2 日以上の養生の後に開始してください。
◇低床吹き出しファンヒーターや電気カーペットなどを床暖房施工したフローリング
の上で併用しないでください。
◇熱がこもらないよう、ピアノなど極端に重いものや、じゅうたん、床面の広い家具な
ど、放熱の妨げになるようなものを置かないでください。
◇床暖房使用期間中は低温での連続運転をしてください。

［ 日常のお手入れ ］

［ 床を傷つけないように ］
◇机、椅子、家具などの床と接触する部分を、
ゴムキャップやフェルト等でカバーしてください。
（プラスチック製カバーの中には固く床を傷つけるものがあります。ご注意ください。
）
◇家具を移動させる場合などは引きずらないように注意してください。
◇出入り口など、雨水の持ち込まれる場所には、水切りマット等を置き、床を濡らさないよう注意してください。
◇重いものや硬いものを落とさないように注意してください。
◇鉄製やプラスチック製の車輪のついた椅子や家具、女性のハイヒール等は床表面の塗膜を傷つける場合があります。

工法・資料

◇木質床材は水をきらいますので、水拭きを避け、電気掃除機などで砂やチリを取り除き、乾いた布やダストモップで乾拭きしてください。
◇汚れが取れない場合は、雑巾に中性洗剤を染み込ませて、しぼってから軽く拭いてください。
◇表面 UV 塗装されているフローリングの場合、ワックス塗布する必要はありませんが、塗布される場合は以下の点にご注意ください。
・UV 塗装フローリングに使用できるタイプの樹脂性木質床用ワックスを必ずお使いください。 推奨ワックス コニシ（株）「ボンド木床専用ワックス」
・ワックスは布等に少量を含ませ、フローリング 1 枚 1 枚に薄くのばし、丁寧に塗布してください。
・大量のワックスを一度で塗りますと、小口部分からワックスが浸透し、製品の変色や、ワックスの水分で割れや反り、剥がれ等の不具合が発生する場合がありますので
ご注意ください。

METHOD & REFERENCE

メンテナンス及び使用上の注意

［ 汚れをつけないように ］

資料

◇ガム、絵の具、墨などを付着させないようにしてください。
◇水や油類をこぼさないようにしてください。万一こぼした際は、すぐに拭き取ってください。
◇観葉植物など、鉢の下には水受け皿などを使用してください。
◇浴室周辺など水回りの近くではマットなどを使用してください。

［ その他 ］
◇フローリングは常態呼吸をしますので、長時間遮蔽物を置かないでください。
◇結露した場合は、すぐに乾いた布で拭いてください。
◇空気が乾燥することが続くと木質が乾燥し、若干隙間が開くことがありますが、湿度が多い季節になると元に戻ってきますので、隙間に硬い詰め物をしないでください。
◇フローリングは直射日光の紫外線により変色することがあります。ブラインド等の紫外線対策をお勧めします。

！ 施工前にはフローリングの乾燥状態を必ず維持させてください。
高温多湿な場所、雨がかりの場所などに置かないようにしてください。フローリングを湿った状態で施工しますと、後日フローリングがあばれて、表面ヒビ割れなどの不具
合を発生させる原因になります。

！ 養生テープは弱粘性のものを使用してください。
施工後、養生シートで養生する際、養生テープは必ず弱粘性のものを使用してください。養生テープを長期間貼ったままにしていると、テープを剥がす際にフローリング表
面の塗膜が剥がれたり、のりが残る恐れがあります。やむを得ず長期間貼ったままにされる場合は、養生テープをフローリングに直接貼らないようにしてください。

！ 養生テープを取り除く時は、ゆっくり剥がしてください。
養生テープを取り除く際はフローリング表面の塗膜剥離を起こす恐れがありますので、テープを床面と並行にしながらゆっくりと剥がしてください。

！ 無塗装フローリングは必ず現場塗装してください。
無塗装フローリングを現場塗装しないまま使用すると、表面から水分が浸透し、表面のヒビ割れなどの不具合を発生させる原因になります。

！ 接着剤が完全硬化する前に床の上を歩かないでください。
接着不良をおこし、音鳴りの原因になります。接着剤が硬化するまで（24 時間以上）
、上に乗らないでください。

！ 水には気をつけてください。
木は水を吸うと膨張します。水拭きは絶対にしないでください。また、機械での高圧洗浄も絶対しないでください。
フローリングの表面の割れや、反り等の不具合が生じることがあります。
正しいメンテナンスによって、フローリングを綺麗に保つことができます。

！ 無垢フローリング、施工上の留意点
無垢フローリングは、複合フローリングに比べて膨張収縮率が高いので、施工には特に注意が必要です。
壁際などとのすき間を充分にとらなかったり、季節的な要因による材料の伸縮を無視した施工は、後日、目地部分の突き上げや隙間を発生させます。壁際との隙間をきちん
と取る、フローリング密着部分にきちんと隙間を取る、施工スパンが 10m 以上の場合はエキスパンションを取るなどの施工上の対策をお願いいたします。

！ 床鳴り
音の程度にもよりますが、フローリングは木の特性上、継ぎ目がこすれて音が発生することがあります。天然素材であるため、調整機能が働き伸び縮みが生じることによっ
て発生するもので、製品の性能上特に問題はありません。

！ 反りの場合
反りの場合はフローリングを押さえながら施工してください。

押す

専用接着剤（釘・糊併用工法用）

フローリング

アドボン 8000E

F ☆☆☆☆
認定区分：JIS

（AB-8000E）
1 液ウレタン樹脂系フローリング用接着剤

フローリング（釘・糊併用工法用）専用接着剤

●曲がりがある場合は直線でおさまるところでカットする。

カットして使用
フローリングに曲
がりがある場合は
直線でおさまると
ころでカットする。

［用途］木質下地剤とフローリングとの接着
※床暖房フローリングにも使用できます。
※コーキングガンが必要です。
（商品に含まれていません）
※直貼り工法には使用できません。
［標準塗布面積］約 6㎡ /1 本（850ml）
［販売単位］1 本単位
［販売価格］¥1,500/ 本
［標準貼付可能時間］ 夏季：約 20 分 冬季：約 60 分
［標準硬化時間］ 夏季：約半日 冬季：約 1 日

フローリング施工方法とメンテナンス
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ビニル床タイルの施工方法とメンテナンス
施工について
1. 下地の点検

下地の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。下地の点検を行い、不備のないようにしてください。

点検項目
①平滑さ

チェックポイント

起き得る問題

下地に不陸や目違い、段差、クラックなどが
ないか。

接着剤が均一に塗布されず、接着不良、ふく
れなどが発生。

②乾燥

下地の含水率が水分計で測定して、8％以下
であるか。
木質下地の場合、合板は1類以上の耐水性の
あるものを使用してください。

下地が十分乾燥していないと、どのような接
着剤でも接着不良を起こす。

③強度
④汚れ

モルタル下地で表面の粉ふきや浮きがない
か。木質下地できしみやたわみがないか。

施工後、床材の剥離や浮きなどが発生。

ホコリ、油、ペンキなどの下地の汚れが完全
に取り除かれているか。

施工後、床材の剥離や浮き、変色などが発
生。

※床暖房下地への施工はお避けください。

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。

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
！ 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。

●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日間程
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。
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専用接着剤
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

7. 貼り付け・圧着

ウレタンアドボン（AB-500U）

！ ビニル床タイルは、急激な温度変化によって伸び縮みする性質があります。また、接着剤は低温ですと硬化が遅

れ、温度が変化した時の材料の伸縮を抑えるだけの接着力が得られないため、突き上げなどの原因になります。
さらに、店舗など窓の大きい場所付近に施工する場合の直射日光や冷暖房による急激な温度変化にも十分注意
してください。特に冬季は寒さによりタイルが縮んでいます。施工後、室内との温度差によるタイルの伸びを予
測し、貼り付けは強く突きつけず、名刺1枚程度すかして軽く突きつけるように施工してください。
！ 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。

8. 目違い修正
●接着可能時間内に目立つ目違いはハンドローラーで圧着、調整
してください。接着剤が硬化してからでは修正できません。

！ 白をはじめ、比較的うすい色のタイルは、目地のすき間が名刺1枚分程度あって
も目立ちます。製造上の寸法誤差や下地不陸のためにすき間が発生する場合があり
ます。必ず目違い修正して、すき間がなるべく目立たないようにしてください。

メンテナンス
●歩行頻度にもよりますが、月に 2 〜
3 回のワックスがけをおすすめしま
す。

●ひどい汚れは中性洗剤などをうすく
とかし、雑巾等で拭き取った後、水
拭きします。

［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。

耐摩耗性試験
〈試験方法〉適用規格：JIS A 5705 ( ビニル系床材 )

●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。

試験条件：JIS A 1453 ( 建築材料および建築構成部分の摩耗試験方法研摩紙法 )
試験荷重：500gf、回転数 1000 回転

プリント塩ビタイル試験結果
試験項目
摩耗質量（㎎）

試験片番号

1

2

3

平均

500 回転

39

52

41

44

1000 回転

78

94

79

83

●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。

ビニル床タイル施工方法とメンテナンス
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資料

●墨に沿って中心点から貼り、目違い、目地ずれのないように、ハンドローラー等で圧着しながら
貼り付けます。
●接着可能時間内に45㎏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。

●日常の掃除は、ホウキ、掃除機な
どでホコリや塵を除去し、固く絞っ
たモップ、雑巾等で水拭きしてく
ださい。

工法・資料

●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。施工後、突き上げ、剥離
などの問題が発生することがあります。
●施工は専門業者にご依頼ください。

METHOD & REFERENCE

6. 接着剤塗布

アドロイズ・クイック フローリングの施工方法とメンテナンス
施工方法
〈 施工に必要な工具 〉
□ メジャー
□ 丸鋸（まるのこ）

□ カッター
□ スペーサー（クリアランスの幅に合わせて現場でベニア板等をカットしてください。
）

[ 施工手順 ]
防湿シートを敷く

1

4

● 壁側まで隙間がないように、
長手パネルを貼る方向に防湿
シートを敷いてください。

割り付け

● 列の最後に切断したパネル
を次列の最初に敷きます。

スタート

※ すき間のないようシート裏面の両
面テープで、シート同士をしっかり
ととめてください。
※ 発泡層を上にして使用します。
（2mm タイプは白が上）

2

パネルの切断

長さ300㎜
以上必要

● 最初 1 〜 2 列目はパネル
が動きやすいので押さえな
がら施工してください。

次の列へ

最終パネル列

5

● 最終列のパネルは引き寄せな
がら貼ってください。
● 10m 以上貼り伸ばすような
場所では、T 字型の見切り材
を入れてください。
●パネルの幅が 50㎜以下にな
る場合はウレタン系の接着剤
を使用してください。

● 最終パネルの短手が 50mm
以上で納まるにように割り付け
します。
50㎜以上

● 最終パネル幅調整後、一列目
のパネルを切断してください。
● ランダム貼りかウマ貼りで
施工してください。

3 貼り始め
① 石膏ボードを上げることが
できる場合（スペーサーは使えません。）

②石膏ボードを
上げられない場合

完成

6

凸サネ

● スペーサーを取り外し、
巾木、
見切り材等を取り付けたら
完成形です。

約

40

0m

m

●仮クギを打って、フローリングが石膏
ボードの奥に入り込まない様仮止め
してください。
●最後に必ず仮クギを外してください。
クリアランスが取れなくなりフロアの
浮きや床鳴りにつながります。

凹サネ

● 壁際等には 最低5mm以上のクリアラン
ス（調整幅）が必ず必要となります。
前ページ標準納まり②又は③を参照の上、
「必要クリアランス」の表に記載のクリ
アランスをとってください。
※専用スペーサー（RWCL-14822）を
ご使用ください。
● 凸サネを壁側にし、
左側から貼り始めます。

見切材の取付方法
■ L字型見切

1

2

防湿シート

3

スペーサー

● 壁側に L 字型見切ベースを取り
付けます。ビスで取り付けてく
ださい。

防湿シート

クリアランス

● スペーサーを前にはさみ、施工を開始します。
● 防湿シートは L 型見切ベースの手前までとし
ます。見切材の上にはのせないでください。

● スペーサーをはずし、見切材本体を上
からかぶせてください。

■ T字型見切

1

2

3
防湿シート

防湿シート
スペーサー

● T 字型見切を取り付けます。ビス
で見切りベースを取り付けてくだ
さい。
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スペーサー

● スペーサーを前にはさみ、施工を開始します。
● 防湿シートは T 型見切材の手前までと
します。見切材の上にはのせないでください。

防湿シート

防湿シート
クリアランス

クリアランス

● スペーサーをはずし、見切材本体を上
からかぶせてください。

METHOD & REFERENCE

[ 施工方法 注意点 ]
● 置き敷き工法で施工してください。
（ノリやクギは使用しないでください。
）

● パネルを切断するときは、裏側から
切断してください。

● ホコリやゴミがないように施工前に下地の清掃をしてください。

cut

● 下地の上には必ず防湿シートを敷いてください。

工法・資料

● 防湿シートは裏面の両面テープをはがしクッション部分が重な
らないように敷いてください。

防湿シート

防湿シート

両面テープ

● 凹サネにゴミが入りやすく、
そのまま

クッション面
防湿
シート

施工すると隙間が開いてしまいます。

両面
テープ

防湿
シート

凹み部分のゴミを取り除きながら
施工してください。

凹サネ部
クッション面

● ビスで固定するようなサッシやクローゼットの下枠は、固定する

資料

● 見切材の下になるパネルはカット
してから施工してください。

ビスより少し大きめな下穴を作ってからとめてください。
はき出しサッシの納まり
CUT

※撥水処理をしてください

CUT

ビス

CUT

● 重量物が部屋の一部にある
場合、L型床見切などにより

クリアランス

クリアランスを設けるように
してください。

L型床見切材

重量物

ロイズ・クイック
フローリング

● 本製品は湿気により伸縮するため、壁際には5mm以上のクリアラ
ンスを確保してください。
クリアランス

● 見切材は最大10m以内の
間隔で取り付けてください。
最低5mm以上のクリアランスが
必要になります。

見切材

ゆ が み を 防 止 するため 、
※柱の周りもクリアランスを確保してください。

※クリアランス不足は、伸縮によるふくらみや音なりの原因となります。

できる限り各 部 屋ごとに
見切材を入れることをお
すすめします。

● 上パネルとの重ねシロが300mm
以上になるように施工してください。

約3

00m

m以
上

床暖房をご使用する場合
● フローリングの表面温度が29℃を越えないようにしてください。
● 床暖することで室内が乾燥してきますので湿度管理を良くしてください。

メンテナンス
● ワックスは不要ですので
掛けないでください。

● 日常のメンテナンスはモップや空拭きで清掃してください。
● 清掃時に水を直接使うような事は避けてください。かたく絞った
雑巾や乾拭き程度で構いません。
しつこい汚れは中性洗剤を少量使って落としてください。

アド・ロイズ クイック フローリング施工方法とメンテナンス
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カンタン
クイック
フロアの施工方法とメンテナンス
カンタン
クイック
フロアの施工方法とメンテナンス
［ 施工方法 注意点 ］
●10℃〜25℃に保たれた室内の平滑な場所でフローリングを箱から取り出し、表面を上にして1〜2日間程度保管し、現場環境に馴染ませてください。
●置敷き工法で施工してください。(ノリやクギは使用しないでください。)
●ホコリやゴミがないように施工前に下地の清掃をしてください。

施工方法

［ 施工手順 ］
1

割り付け

4

● 前列の短辺より300mm以上
離して施工してください。
● 最終パネル幅調整後、一列目
のパネルを切断してください。

300㎜以上

貼る順番
③
⑧

⑪

2

⑦

⑨

⑩
⑬

⑭

⑯

⑰

●フロアのはめ込み手順においては長辺から差し込みます。
●長辺方向においては斜めにサネをはめ込んでいきます。
●短辺方向においては同様にサネをトップダウンにしてはめ込みます。
※注意：下地が悪い場合、力任せに叩き込むとサネがぶつかって目違い
が起こる場合があります。叩かずゆっくり差し込んでください。

貼り始め
②石膏ボードを
上げられない場合

⑥
⑤

⑫
⑮

① 石膏ボードを上げることが
できる場合（スペーサーは使えません。）

④

①
②

凸サネ

約

40

0m

凹サネ

m

●仮クギを打って、フローリングが石膏
ボードの奥に入り込まない様仮止め
してください。
●最後に必ず仮クギを外してください。
クリアランスが取れなくなりフロアの
浮きや床鳴りにつながります。

長さ300㎜
以上必要
スタート

次の列へ

5

● 壁際等には 最低8mm以上のクリアランス
（調整幅）が必ず必要となります。
※専用スペーサー（RWCL-14822）を
ご使用ください。
● 凸サネを壁側にし、 左側から貼り始めます。

3

最終パネル列

● 最終列のパネルは引き寄せな
がら貼ってください。
● 8 m 以上貼り伸ばすような
場所では、T字型の見切り材
を入れてください。
●パネルの幅が50㎜以下になる
場合はウレタン系の接着剤
を使用してください。

6

パネルの切断

完成

● スペーサーを取り外し、 巾
木、見切り材等を取り付け
たら完成形です。

● 列の最後に切断したパネル
を次列の最初に敷きます。

■

● 最初 1 〜 2 列目はパネルが
動きやすいので押さえなが
ら施工してください。

見切材の取付方法

≒

L字型見切
8mm

■
●見切りベースをビスで取り付けます。

●見切りベースの端から8mmのクリアランス
を確保し、フローリングを貼ってください。

●見切りキャップを上から強く押し込んで
取り付けてください。

T字型見切
8mm

●見切りベースを取り付けるセンターを決め、
ビスで取り付けます。

8mm

●見切りベースの端から8mmのクリアランス
を確保し、フローリングを貼ってください。

●見切りキャップを上から強く押し込んで
取り付けてください。

メンテナンス
● ワックスは不要ですので
掛けないでください。
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● 日常のメンテナンスは掃除機をかけ、ドライタイプのフローリングワイパーで清掃してください。
● 清掃時に水を直接使うような事は避けてください。かたく絞った雑巾や乾拭きをしてください。
● しつこい汚れは洗剤を少量使って落としてください。使用する場合は少量を使い、洗剤成分が残らないようにしてください。

一

越

あ

こ

※

る

● ビスで固定するようなサッシやクローゼットの下枠は、固定するビスより
少し大きめな下穴を作ってからとめてください。
はき出しサッシの納まり
CUT

※撥水処理をしてください

CUT

ビス

● 凹サネにゴミが入りやすく、
そのまま
施工すると伱間が開いてしまします。
凹み部分のゴミを取り除きながら
施工してください。

凹サネ部

工法・資料

クリアランス 8mm

● 見切材の下になるパネルはカットして
から施工してください。

● 本製品は湿気により伸縮するため、壁際には8mm以上のクリアランス
を確保してください。

CUT

クリアランス

最低8mm以上のクリアランスが必
要になります。

※柱の周りもクリアランスを確保してください。

※クリアランス不足は、伸縮によるふくらみや音なりの原因となります。

約3

納まり①

L型床見切材

重量物

カンタンクイック
フローリング

00m

● パネルを切断するときは、裏側から
切断してください。

■壁面部

● 重量物が部屋の一部にある場合、
L型床見切などによりクリアランス
を設けるようにしてください。

資料

● 上パネルとの重ねシロが300mm以上
になるように施工してください。

m以
上

cut

● 見切材は最大8m以内の間隔
で取り付けてください。
ゆがみを防止するため、でき
る限り各部屋ごとに見切材を

見切材

入れることをおすすめします。

新築 − フロア先行張りの場合

石膏ボード

石膏ボード

巾木

ソフト巾木
カンタンクイックフロア

カンタンクイックフロア
≒20mm

≒20mm

8mm以上

① 壁下地から、8mm以上のクリアランスを開けて
フロアの施工を開始してください。
② フロアを張った後に石膏ボードを張ってください。
石膏ボードはフロア側に押し下げずに張って､フロア
の伸縮を妨げない様にしてください。
③ 最後に、巾木を取り付けてください。

8mm以上

■見切りの取り付け位置について

■L型床見切にてクリアランスを確保する場合

で

引戸扉

引戸扉

スペーサー
12.5mm
カンタンクイックフロア

L型床見切
捨て張り合板
合板下地

で

。

METHOD & REFERENCE

施工上の注意点

一辺の最大スパンが8m以内としております。一辺のスパンが8ｍを

レールプレートの下部に12.5mmの合板をスペーサーとして捨て張りし、

越すことはほとんどありませんが、貼る形状が複雑になる場合が多々

その両端にL型見切（プラスチック製）を取り付けます。L型床見切にて

あります。住宅、アパートなどにおいては、居室ごとの見切りを入れる

クリアランスを確保し、レールプレートを上からかぶせます。

ことをおすすめします。
※店舗・老健施設等、土足や車椅子使用の物件等は樹脂見切では割れ
る可能性があるので、市販のステンレス等の見切を採用してください。
カンタン クイック フロア施工方法とメンテナンス
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ボロンの施工方法とメンテナンス
施工について
1. 下地の点検

① 平滑さ

床シート

② 乾燥

③ 強度

④ 汚れ を点検します。

2. 割り付け・墨出し

床タイル

●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。

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）

5. 養生（500角）

●ロールが同一方向にあることを確認します。

表面

●5〜10cmの余分を計算に入れて、長尺シー

を箱から取り出して、表面を上にして1〜2日程

トを粗切ります。

度積み重ね、クセを取り除いてください。特に冬

●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。

●10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイル

ロールの方向

季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してく
！ 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。

ださい。

6. 接着剤塗布

床シート

●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。

一般工法

耐水工法

アクリルアドボン

ウレタンアドボン

（AB-300A）

（AB-500U）

アクリル樹脂系
エマルション形
15㎏/缶

ウレタン樹脂系
溶剤形（1液性）
15㎏

●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。

ボロンシート
ボロンタイル

！ 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。
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○
○

○
○

6cm

3cm

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。

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。

⑥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。

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。

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。

●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
図2
下地パネル
防ぐためです。
ボロン
タイル

推奨シーム材：ヤヨイ化学工業（株）「シーム液タイプC」

！ 施工後のワックスがけは不要です。

メンテナンス
広い面積の場合

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。
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）
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。
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。
・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。
・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。
・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。
・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。
・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
・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。
残ると、汚れがつきやすくなります。

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。

［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。

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 0.2 ｍｍ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）

ボロン施工方法とメンテナンス

1238

資料

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。

市松貼り

工法・資料

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。

●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。
図1

METHOD & REFERENCE

7. 貼り付け・目違い
修正・圧着（500角）

7. 貼り付け・圧着（長尺）

カラフルターフの施工方法
コンクリート下地の場合

[ 必要工具 ]
□ 軍手

□ カッター

□ 防水テープ

□ ウレタン接着剤

□ ハサミ

□ メジャー

□ ジョイントシート

または両面テープ

[ 施工前の確認 ]
● 人工芝に巻きクセがある場合は、直射日光にしばらくあてるか、逆巻きにしてください。
● 土砂、ホコリなどがないようによく清掃してください。水洗いをした場合は乾燥させてください。

[ 施工手順 ]
両面テープの場合
約１m 幅

1

人工芝の仮敷き

● 縦、横継ぎ部の位置をきれいに配置します。

● 角や端部はしっかり貼りつけてく
ださい。
● 芝目方向を揃え、ジョイント部を
きっちりあわせてください。

※ 透水性の高いカラフルターフは、屋外で施工する場合、下図のように勾配に対して
水が流れるように両面テープ・接着剤を付けると効果的です。
室内

室外

2 切断
● シート裏面をハサミ、カッターで切断します。
● 芝目方向を揃え、ジョイント部をきっちりあわせてください。

ジョイントシート

4 仮敷きした人工芝を床面
に貼りつけます。
● 継ぎ目がある場合は市販のジョイント
シートを床面に貼り、ウレタン接着剤
でカラフルターフ裏面に接着してくだ
さい。
約1m間隔
で点付け

3 接着剤また両面テープをつけます。
接着剤の場合
点付けで接着剤をつけます。
（約１m 間隔）
● 角や端部はしっかり貼りつけてください。
● 芝目方向を揃え、ジョイント部をきっちりあわせてください。

5 完成

ご使用上の注意事項
● タバコなどの火気のご使用はやめてください。
● 外部で両面粘着テープを使用の際は、雨のかかりにくい場所で使用してください。
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ウレタン接着剤

METHOD & REFERENCE

スーパークッションターフの施工方法
[ 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、

工法・資料

下地を締め固めてください。

[ 施工方法 ]
完成写真

資料

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。

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。
カラフルターフ、スーパークッションターフ施工方法
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セーフティーマットの施工方法とメンテナンス
施工について
1. 下地の点検

① 平滑さ

床シート

② 乾燥

③ 強度

④ 汚れ を点検します。

2. 割り付け・墨出し

床タイル

●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

●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、床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。

6. 置き敷き

6. 接着剤塗布

●施工面にあわせて、敷いていきます。

●施工範囲に接着剤を塗布します。

●余分な部分はカットしてください。

●接着剤はウレタンアドボンを推奨します。
●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。
●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。

メンテナンス

●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。

［置き敷きの場合］
耐水工法

●シートをめくりゴミを落として、はき掃除又は水で流し
てください。

［接着の場合］
ウレタンアドボン

●水勾配が取られている事を確認し、水洗いしてください。

（AB-500U）

紫外線に触れる事で経年により、
接着剤が黄変します。

7. 貼り付け
●墨に沿って貼り始めていきます。
●ハンドローラー等で入念に圧着してください。
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ウレタン樹脂系
溶剤形（1液性）
15㎏

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。

●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。

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。

耐水工法

ロールの方向

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。

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

7. 貼り付け・圧着
6cm
3cm

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。

② 45㎏ 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。

④ 端から3㎝ のところに定
規をあて、重ね切りしま
す。

注）ロス分は材料代に含まれてお
りません。

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。
！ 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。

[溶接方法]

8. 目地処理
[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

ストロング フロア溶接棒

￥5,500/ 本
サイズ：φ 4㎜× 50m
重 量：1.2㎏ / 本

￥5,500/ 本
サイズ：φ 4㎜× 50m
重 量：1.2㎏ / 本

※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。

(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。

メンテナンス
●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）

●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。

［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。

セーフティーマット、アルク フロア、ストロングフロア施工方法とメンテナンス
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資料

6. 接着剤塗布

工法・資料

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。

METHOD & REFERENCE

アルク フロア、ストロングフロアの施工方法とメンテナンス

アド・リサイクル・ウッドデッキ™プラスの施工方法
施工をはじめる前に
※必ずお守りください
アド・リサイクル・ウッドデッキシリーズは、全て木粉、プラスチック成分が含まれている為、吸水や温度・湿度変化により伸縮や反りが発
生します。施工、ご使用においてはこの点を留意の上、現場納品、保管、施工をして頂くようお願いします。

①[デッキ材の貼り方について]

④[デッキ材の間隔]

●ウマ貼りを標準としてください。イモ貼りをすると、反りや伸縮した際
に目立ち、
また、つまずく危険性などもあります。
（ウマ貼り）

（イモ貼り）

3°

② [ 納品から施工までの保管方法 ]
●施工開始の 3 〜 4 日前までに現場へ納品し、現場の温度、湿度に
なじませてください。
●壁面に立てかけての保管は反りや曲がりの原因になりますので絶対
に避けてください。
●水に濡れないように保管してください。

③[根太について]
●専用根太を使用してください。
●根太が伸びて浮き上がらないように、デッキ材と根太は専用部材で
しっかりと固定してください。
●根太材同士の接合部は10㎜以上の隙間をあけてください。

壁等からの
クリアランス10㎜
以上

⑤ [ 束、または大引について ]
●束は、アドヴァンのマルチフットをご使用ください。
●大引を利用する場合は、当デッキの重量や伸縮等に適した材料を選
定し、安全にご使用できるように施工してください。
●束、大引いずれの場合も間隔は芯芯 400mm 以下としてください。
●マルチフットを使用する場合は、必ず根太をマルチフットで固定して
ください。しっかり固定しないとデッキ材の反りにより、マルチフット
が転倒したり、強風で飛ばされる危険性があります。

⑥[デッキ材のカットについて]
●デッキ材カット用のノコギリ刃は、
プラスチック
（塩ビパイプ）
カット用の
刃を推奨します。デッキ材には、
プラスチック成分が含まれているため
です。
●カットの際、デッキ材の小口にバリが付いた場合は、紙やすり
（＃60程
度）
で削り落としてください。
●長手方向をカットすると横ゾリする性質があります。細い切り物が入ら
ないよう、割付に注意してください。

①端部固定金物を根太に専用ビスで固定する。

●根太間隔は芯芯400㎜以下としてください。
400㎜以下

長手ジョイントの目地幅 5㎜
以上

[ デッキ材の施工手順 ]

10㎜以上

400㎜以下

周囲の壁や床

壁等からの 10㎜
クリアランス 以上

●下図の通り、水勾配をとってください。
（水はけが悪いと材料が腐る原因になります。）

3°

●デッキ材の短手方向ジョイントの目地幅は5㎜以上、周囲の壁や床端
部からのクリアランスは10㎜以上を確保してください。
●デッキ材にはプラスチック成分が含まれているため、温度差で伸び縮
みが発生します。冬場施工時には、十分に目地を設定してください。
夏場の温度湿度上昇、吸水によって伸びが発生し、デッキ材が突き付
けになって破損が発生する場合がありますのでご注意ください。
●施工する3日前に納品して、現場の気温になじませてください。

400㎜以下 50㎜
以下

目地巾
5㎜
デッキ材

根太材

端部固定金物
●デッキ材の片もち距離は、根太端から50㎜以下としてください。
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⑧水勾配で一番低い箇所に施工されるデッキ材の裏面には、雨水を抜く
ために必ず下記の通り穴をあける。穴はφ5㎜とする。

（デッキ材裏面）

端部固定金物

ジョイント金具
③

②

ビス

④

ビス

工法・資料

①

（断面）

METHOD & REFERENCE

②1列目のデッキ材を設置する。
③オスにジョイント金具をはめこみ、専用ビスで根太に固定する。
※見えている側（まだ設置していないデッキ側）の穴に、専用のビス２本
を差し込んで固定してください。
④1列目のオスに2列目のメスをはめこみ、③〜④を繰り返す。

つめる

[ 使用上の注意 ]
根太材

（注意）ジョイント金具は、デッキの短手接続部分には設
置しないでください。
ジョイント金具

根太材

根太材

[日常のお手入れ方法]

⑤最終列の納まりに調整が必要な
場合、
ウッドデッキをカットする。
カットした面から斜めにビスで
ウッドデッキを根太に固定する。

▼

ビス

ビス

⑥中空構造タイプの端部小口に
は、専用のエンドキャップを取り
つける。

●日常の清掃はホウキ掛けで行ってください。定期的な清掃をお勧めし
ます。
●汚れが目立つ場所は、水で希釈した中性洗剤を使用し、デッキブラシ
掛けを行ってください。洗剤が残らないように十分な水で洗い流して
乾燥させてください。
●汚れ落としにシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでくだ
さい。変色等の原因になります。
●タバコの焦げ跡等や小さな擦り傷跡等はサンドペーパーまたは金ブラ
シ掛けしてください。サンディング跡は残りますが、焦げ跡等は目立た
なくなります。
●付着したチューイングガム等はヘラ等を使用して除去してください。
●排水ドレイン等は定期的に清掃してください。清掃を怠ると床下が長
期的に湿潤状態となり、デッキ材に大きな反り、ねじれ、伸びを生じさ
せる場合があります。
●デッキ材の目透かし目地部分に詰まったゴミ、砂、木の葉等は床下の
通気を妨げるため、定期的に除去してください。

[アド・リサイクル・ウッドデッキプラス 水はけについて]

エンドキャップ
⑦幕板は必要に応じて取りつけ
る。専用ビスで300㎜ピッチで
固定する。

●アド・リサイクル・ウッドデッキプラスは目地がないため、通常のデッキ
に比べると水はけがしにくいです。
●施工の際には1〜2％の傾斜を付けてください。
1〜2％傾斜

⑤
▼カット

幕板

ビス

ビス

ビス

⑦

幕板

アド・リサイクル・ウッドデッキ プラス施工方法
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資料

ジョイント金具

●素足歩行も可能ですが、夏場は直射日光により表面温度が急激に高
くなり、火傷する可能性がありますので十分ご注意ください。
●製品に強い衝撃を与えないでください。破損する場合があります。
●製品の上で焚き火や花火等をしないでください。火災の恐れがあり、
たいへん危険です。
●表面に揮発性の有機溶剤（ガソリンや灯油等）をこぼさないようにし
てください。変色や変形の原因となります。こぼした場合はすぐに拭
き取ってください。
●原材料にプラスチックが配合されているため、摩擦により特に冬場に
微弱な静電気が発生することがあります。
●紫外線による退色は天然木ほどの変化はありませんが、経年変化に
よる多少の退色が見られる場合があります。

ウッドデッキ材の施工方法
施工について
［色幅と経年変化について］
セランガンバツは天然木のため、色幅があります。

［湿気のたまらない基礎造り］
◇デッキの基礎には勾配をつけ、雨水などがたまらないように、また
常に自然換気をして、デッキ材の劣化を防いでください。

また、施工直後より紫外線などの影響を受けて、徐々に銀白
色に変化して行きます。
特に直射日光の当たる外部の場合は顕著ですが、耐久性な
どの品質面には全く問題ありません。
注意

カタログの写真は印刷のため、実物とは異なります。 ぜひ
ショールームにてサンプルをご確認ください。
但し、現物サンプルは木材の一部ですので、施工例写真等
で仕上がりイメージを充分ご検討ください。
※セランガンバツは施工後塗装する必要はありませんが、
お好みによって塗装することができます。塗装剤は、
屋外用の油性木材保護含浸塗料をお使いください。

［根太ピッチについて］
◇デッキ材の荷重：800N/㎟程度の場合
下記の表を参考にして、適切な根太ピッチをとってください。
セランガンバツ

マラサンドゥーバ

20 × 90㎜

20 × 105㎜

約 510㎜

約 430㎜

※デッキの基礎には勾配をつけ、雨水がたまらないようにしてください。

［在庫と納期について］
◇天然木材で輸入品のため、一時的に品切れを生じることがあります。
特に大量受注の場合は、在庫状況にもよりますが、同一の長さでの
納品が困難な場合がございますので、あらかじめご了承ください。

［ヤニ目・ひび割れ材などについて］
◇現地にて最善の検品を行なっていますが、まれにヤニ目やひび割れ
材などが混入することがあります。その際は恐れ入りますが、目立
たない場所へ施工していただけますようお願いいたします。

［ビス止めの際の注意点］
◇ビス止めの場合は、ビス頭分をドリルで穴開けします。
貫通しないように注意してください。

［デッキピッチ（デッキ材間のすき間）について］
◇目地幅を 5㎜以上とってください。天然木のため、施工後伸縮します。

［デッキ材の長さについて］
◇長さは、例えば 1800㎜であれば 1800 〜 1850㎜程度のバラツキがあ
ります。現場にてカットしてお使いください。
◇出荷時、ヒビ割れ防止のため、材料端部にろうを塗っている場合があります。

［施工後の安全のために］
◇素足での歩行は避けてください。

注意点

●セランガンバツは、条件により防腐処理や材質保護のための塗装
をしてください。天然木でヤニ・油を含んでいるため、施工後、
降雨によりヤニ・油が雨といっしょに流れ出て下地などを汚染す
る恐れがあります。特に壁面など垂直に施工する場合や、ベラン
ダなどに根太、大引きを使わずに施工される場合は、塗装するこ
とをおすすめします。
●このヤニ・油のおかげで撥水効果があり、外部での使用に耐えら
れるのです。一方で施工後にヤニ・油が雨の水分等とともにデッ
キ材表面に黒い斑点状に現れることがあります。しかし、経年変
化で斑点は目立たなくなっていきます。
●セランガンバツには特有のピンホール（小さい穴）があります。
なるべくピンホールの入らない原木を選んではおりますが、多少
は入りますのでご容赦ください。
●ウッドデッキ材を門扉に使用するなど、本来の使用用途と異なる
使用は避けてください。ひび割れなどの不具合が発生することが
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。 ● 天然木のため模様、色調に多少のバラツキがあります。
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アートスタイル ( 内装用 ) の施工方法
施工について
※アートスタイルの接着及びシールには、必ず専用接着剤（シール剤）をご使用ください。
（アクリル樹脂系接着剤

品番：AS-B-P5 285㎖ 販売価格￥880/ 本）

工法・資料

●かるく湿らせたせたスポンジで接着
面をふきます。その後、専用接着剤
（シール剤）を塗布します。接着剤は
点付けではなく接着面の凸部にム
ラなく十分に塗布してください。

●墨出し線に沿って施工していきま
す。圧着時、接着剤がムラなく十
分に壁面に広がっているか確認し
ながら施工していきます。

●ジョイント部分は、専用ジョイント・スティックをあらかじめ空いている穴に
差し込み、施工していきます。その際、ジョイント部分は 2 〜 3㎜あけて施工し
ます。すき間には専用接着剤（シール剤）を塗布してください。

資料

●施工後すぐにコテを使って、はみ出した接着剤を取り除き、
かるく湿めらせたスポンジできれいにふきとります。

●接着剤塗布後 24 時間乾燥させま
す。乾燥後、水性アクリル樹脂塗
装材などで塗装して仕上げます。
※必ず塗装してください。

専用ジョイント・スティック
品番：AS-Z99
[ 販売価格 ] ￥640/ 袋・1 袋 100 個入り

ドモスタイルエクステリア ( 外装用 ) の施工方法
施工について
※ドモスタイルエクステリアの接着及びシールには、
必ず専用接着剤
（シール剤）
をご使用ください。
（ポリウレタン樹脂系接着剤
※5℃〜30℃にて施工してください。

品番：DS-B-0310 310㎖ 販売価格￥1,440/本）

●下地をチェック。
●施工位置を決め、長さを測定します。

●コーナー部分は専用工具ドモカッ
ターで 45 度にカットします。

●斜め継ぎ部位への接着剤は、十分
に塗布します。

●専用接着剤を塗布します。

●施工位置に押し付けます。
●接着剤が乾くまで、必要であれば
くぎなどでおさえます。

●ジョイント部分は 2 〜 3㎜すき間
をあけて施工し、
専用接着剤（シー
ル剤）でシールしてください。

●まず飾り窓・ドア枠を施工後、キ
ーストーンなどのデコレーション
を施工します。

●乾燥後、水性アクリル樹脂塗装材
などで塗装して仕上げます。
※必ず塗装してください。

品質特性
●オゾン層を破壊するフッ素化合物は一切含まれておりません。
（CFC、HCFC フリー）
●耐火性

規格：DIN 4102【ドイツ規格】
試験結果：B2 等級

●耐候性

規格：ASTM D 4329【アメリカ規格】
試験方法：気温 50℃で紫外線下に 8h、後に気温 50℃で水蒸気下に 4h̶計 12h を 1 サイクルとし、
1000h 経過後の変化を見る。
試験結果：ヒビ割れなどの変化は見られなかった。

●最大圧縮荷重：1.6N/㎜

2

専用工具ドモカッター
品番：DS-CUT

ISO 1926【国際規格】

［販売価格］¥46,400/ 台
● ドモスタイルExは、必ず塗装して仕上げてください。 ● 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。
ウッドデッキ、アートスタイル、ドモスタイルエクステリア施工方法
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カーブエイトの施工方法
①施工について

●カーブエイトは釘・糊併用工法で施工します。
［ 合板捨貼下地 ］
◇根太下地、根太に使用する材料は充分に乾燥したもので、仕上げ材を
貼り込むのに必要な強度を有するものとします。
◇根太間隔は 300mm 程度として均等に配置してください。
◇必ず 12mm 以上の耐水合板を捨て貼りしてください。この場合、床

鳴り、たわみ、目違いがないように注意してください。
◇下からの湿気が多い場所では、0.1mm 以上のポリエチレン防湿フィ
ルムを敷くなど、湿気対策をしてください。
（防湿フィルムは合板と下地の間に敷いてください。）
◇遮音マットシートに直接施工しないでください。

［ 仮並べ ］
◇施工 1 週間前には開梱し、施工現場に馴染ませるために 2 〜 3 日は仮並べしてください。

クリアランスを取ってください。

［ クリアランス ］
◇壁際には必ず 12mm の隙間を設けてください。
◇ビニル巾木の使用は避けてください。
◇気候条件、季節、室内などの影響を考慮し、フローリングの密着部分に隙間を空けて施工することで、施工後の突き
上げを回避できます。特に乾燥した冬季に施工する場合は、湿度が高くなる季節に材料が伸びることを考慮して隙間
を設けてください。複合フローリングは 5 〜 10 枚おきに、フローリングの密着部分に名刺 1 枚分程度の隙間を設けてください。
◇施工スパンが 8m を超える場合は、8m 毎に 10mm のエキスパンションを設けてください。

ステップ①
板の長辺および短辺の溝側が必ず開始部分の角に合う
ようにA1を設置します。ここでは、上部、左上隅と
します。

壁

壁

ステップ②
箱から板を出し裏面にある記号を見ながら
図の順でさねを入れて仮並べしてください。

ステップ③

Point①

直角を正しく出し、貼り出す2辺をカットしてください。

Point②

1
2
3
4＝1

〈長手を切断〉
垂平ラインを出すポイント。A1の左上角とA2の
右上角を垂平の基準としてカットしてください。

Point①

＋

次の右側のモジュールの板A1.A2も同様に
上部端部分を真直ぐ切り、施工場所の一列
目まで繰返し行ないます。

Point②

〈短手を切断〉
直角ラインを出すポイント。A1の左端から45cm
（A3左端に合わせた長さ）のところでカットして
ください。

4回目以降はくり返しとなります。
※後で使用できるよう切り取った板の番号の付いていない
方に同じ番号を記すようにします。
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ステップ④
（図1）のようにクリアランスを取り、
（図2）のように1列目（A1. A2）2列目（A3. A4）3列目（A5. A6）4列目（A7. A8）
の順でくりかえし、
釘と糊で施工します。

図1

図2

工法・資料

クリアランスを取ってください。

手順
注：8mで10㎜のエキスパンションを設けてください。

まず1列目はA1.A2をくりかえします。
次に2列目はA3.A4をくりかえします。
続いて3列目はA5.A6をくりかえします。
最後に4列目はA7.A8をくりかえします。
①番から④番をくりかえしてください。

資料

①
②
③
④
⑤

接着剤

［ 合板捨貼下地への施工 ］
◇フローリングは、根太に直角に施工します。
◇接着剤と釘の併用で施工してください。
◇接着剤は、木質床材用ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。
部分塗布を避け、くし目コテ等で下地全体に塗布してください。
木工用ボンドは使用しないでください。床鳴り及び黒シミの原因になり
ます。
◇釘は長さ 38 〜 45mm のスクリュー釘を使用してください。
（釘の長

さは材厚の 3 倍以上としてください）
◇エアガンで釘を雄サネの上面入墨部に 45°
の角度で、打ち込んでくださ
い。釘の間隔は 300mm 程度です。エアガンがない場合はドリルで穴
をあけ、釘を金槌で打ち込み、ポンチ等で叩いて入れてください。
◇釘は下地合板を通して根太にしっかり固定してください。
◇木質なので反りや変形があります。施工時には矯正しながらはめ込んで
ください。

専用接着剤（釘・糊併用工法用）

アドボン 8000E

F ☆☆☆☆

認定区分：JIS
（AB-8000E）
1 液ウレタン樹脂系フローリング用接着剤

フローリング（釘・糊併用工法用）専用接着剤
［用途］木質下地剤とフローリングとの接着
※床暖房フローリングにも使用できます。
※コーキングガンが必要です。
（商品に含まれていません）
※直貼り工法には使用できません。
［標準塗布面積］約 6㎡ /1 本（850ml）
［販売単位］1 本単位
［販売価格］¥1,500/ 本
［標準貼付可能時間］ 夏季：約 20 分 冬季：約 60 分
［標準硬化時間］ 夏季：約半日 冬季：約 1 日

カーブエイト施工方法
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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
割り付け
墨出し

下地の点検

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。

二重床（OA下地）に施工する場合の注意点

施工手順
1

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。

2

基準線に沿って基準タイルを施工します。

3

施工はピラミッド工法のようにすすめてください。

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。
レベル調整は、
段差がないようにする

許容範囲
段差1㎜以下

隙間1〜2㎜以内

基準線

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。

中心線
施工順位

4

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。

5

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。

6

目違い修正は、
圧着する前に修正してください。

7

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。

8

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。

9

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。

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
下地パネル

長方形タイプ
下地パネル

タイル

タイル

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
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。

メンテナンス
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。
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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
割り付け
墨出し

下地の点検

材料保管

材料確認

養生

注意

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。

2

基準線に沿って基準タイルを施工します。

3

施工はピラミッド工法のようにすすめてください。

資料

施工手順
1

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。

二重床（OA下地）に施工する場合の注意点
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。
レベル調整は、
段差がないようにする

許容範囲
段差1㎜以下

隙間1〜2㎜以内

基準線

中心線
施工順位

4

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。
1621 Grid SERIES
1625 Nebula SERIES

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。
正方形タイプ（500㎜×500㎜）
下地パネル
タイル

流し貼り

工法・資料

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。

流し貼り
（ウマ貼り）

市松貼り

流し貼り
（ウマ貼り）

5

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。

6

目違い修正は、
圧着する前に修正してください。

7

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。

メンテナンス

8

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。

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。

9

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。

※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。

FA タイプ、ボブテックスフロア施工方法とメンテナンス
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水栓の施工方法
水 栓 取り付 け上 の 注 意
誤 の順序）で取付けを行なうと、①がゆるみ、水漏れの
※間違った施工（□
原因となります。

フレシキブルホースを取り外す時の注意
フレキシブルホースをはずすと、EPDMゴムが中に残ってしまい、水漏れ
の原因になります。取りはずす時は必ずEPDMゴムが付いているか確認
して下さい。

蛇口本体

正
水栓本体にフレキシブルホースを手で締めて取付ける。

誤

１ １
EPDMゴム

フレキシブルホースを逆止弁アダプタへ取付ける。

パッキン

３ ２

※ホースがまわらないように、
プライヤーで押さえながら
ナットを締めて下さい。

フレキシブルホース

逆流防止弁

パッキン

ジョイント部

※ナット部はフリーで
回転します。

正しく取 付して
ください。

止水栓

逆止弁アダプタを止水栓へ取付ける。

２ ３
ポップアップ棒の動きがかたい時は?

洗面ボウルを下からのぞいた写真です

壁側

フレキシブルホースとポップアップ棒が干渉している事が原因です。
干渉しないように取り付けて下さい。

かたい

フレキシブルホース

ポップアップ棒

フレキシブルホースを
広げてつけてください。

このように取り付けてください。ポッ
プアップ棒にフレキシブルホースが
干渉すると、ポップアップ棒が動か
なくなりますのでご注意ください。

馬ていワッシャー
開口の穴に合わせて
取り付けてください。
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※ポップアップ縦棒が自然におりる位置に横棒がくるよう
に排水栓の向きを調整してください。

① アイスパ 壁埋込タイプ
GS-41088.031（アウターパーツ）+

施工方法

埋 込 型ボウル

METHOD & REFERENCE

壁埋込用水栓

施工手順

カウンターの裏面はチリ、ホコリを完全に取り除いてください。

GS-20497.031（埋込部）

洗面器を乗せ、カウンターの被シロが均等に
なるように位置を決めます。

100mm
以上

50mm
以上

工法・資料

② レッタンゴロK 壁埋込タイプ
GS-53088.031（アウターパーツ）+GS-44697.031（埋込部）

洗面ボウルの形状に合わせて
エポキシ系接着剤を補強木の裏面全面に
塗付し接着します。

補強木

取付け手順
❶ 工事の際には、黒色ボックスを必ず壁仕上げ材施工前に付属ネジ、又はモルタ
ル等で取り付けておいてください。

注意
接着箇所は4カ所以上にしてください。

注意

２.
溝に塗付する

埋め込み（最小最大）寸法は
アイスパ壁埋込タイプが65〜85、
レッタンゴロK壁埋込タイプが
70〜90mmになります。
この幅を越える、もしくは下回ると
プレートが施工できません。

洗面器のリム面にシリコンを塗付します。
カウンターに接着した後、落下防止金具を
取り付けます。

❷ -1 壁が仕上がった後、図2のように黒色
ボックスの保護カバーをはずします。

※下から支持をし、金具を取り付け終わる迄、接着面が離れない様
注意してください。

-2 中からフレキシブルホースが出てき
ます。
（図2のように、最初は梱包用
金具で一本につながっている）

落下防止金具

-3 フレキシブルホースの
梱包用金具をはずしてください。

（例 1）

GI-LBIS( 別売り ) を使用する場合の納まり参考図

20

石

シリコン

各洗面ボウルのリム厚
エポキシ系
接着剤

❸ フレキシブルホースを図3のように湯・
水の穴に取り付け、Aを壁に固定してく
ださい。この時、フレキシブルホースが
ねじれないように注意してください。

補強木

12mm
ワッシャー

洗面ボウルの断面

洗面ボウルのリム厚 +12mm
の木片をカウンター裏に接着
ビスの長さ 30 ㎜
※カウンターに当たらない様に ワッシャーで調整

（例 2）

シリコン
9〜15

❹ 壁に固定できたら、
プレートと吐水口を取り付けてください。

石
各洗面ボウルのリム厚

t12 又は t15
強化合板
（工場接着）

補強木

12mm
ワッシャー

洗面ボウルの断面

洗面ボウルのリム厚 +12mm
−強化合板の厚み

詳細はアドヴァンホームページをご覧ください。

https://www.advan.co.jp

ビスの長さ L 30mm ※L≦リム厚＋12mm
※カウンターに当たらない様にワッシャーで調整
又は市販の短いビスに変更してください。

水栓の施工方法
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補強木は巾50mm以上、長さ100mm以上
厚みは洗面ボウルの厚み+12mmとします。

カリバー表
シリーズ名
ア

SQS

IL

カ

IDP

AB

サ

SL

アイル

アンティカ
ロマーノ

カワラート

コット ロッジ

サレルノ

ストーム クォーツ

●タイルは高温焼成のため多少寸法に誤差があります。そのため下記のシリーズはサイズごとに分類しています。
カタログ表記のサイズを基準にしていますが、 実寸法については必ず弊社までお問い合わせください。

カタログ
表記サイズ
300X300

400X600

309×309

350X350

300×300

300×300

300×600

PR

ドロミティ

320×320

320×480

480×480

1253

カリバー

シリーズ名

実寸法（mm）

0

298.4 （297.6〜299.2）

1
2

ナ

SQN

ナショナーレ

カタログ
表記サイズ
300ｘ300

カリバー

実寸法（mm）

0

298.4 （297.6〜299.2）

299.2 （298.4〜300.0）

1

299.2 （298.4〜300.0）

300 （299.2〜300.8）

2

300 （299.2〜300.8）

3

300.8 （300.0〜301.6）

3

300.8 （300.0〜301.6）

7

301.6 （301.6〜302.4）

7

301.6 （301.6〜302.4）

8

302.4 （301.6〜303.2）

8

302.4 （301.6〜303.2）

H

394.6〜395.2X595.5〜596.5

1

596.0X596.0

I

395.8〜396.4X596.5〜597.5

2

597.0X597.0

L

397.0〜397.6X597.5598.5

3

598.0X598.0

M

398.2〜398.8X598.5〜599.5

4

599.0X599.0

N

399.4〜400.0X599.5〜600.5

5

600.0X600.0

O

400.6〜401.2X600.5〜601.5

6

601.0X601.0

P

401.8〜402.4X601.5〜602.5

7

602.0X602.0

Q

403.0〜403.6X602.5〜603.5

8

603.0X603.0

R

404.2〜404.8X603.5〜604.5

9

604.0X604.0

3

307.7〜308.7

0

605.0X605.0

4

308.7〜309.7

1

296.0X596.0

5

309.7〜310.7

2

297.0X597.0

6

310.7〜311.7

3

298.0X598.0

8

347.6X347.6

4

299.0X599.0

9

348.8X348.8

5

300.0X600.0

0

350.0X350.0

6

301.0X601.0

1

351.2X351.2

7

302.0X602.0

2

352.4X352.4

8

303.0X603.0

2

296.6X296.6

9

304.0X604.0

3

297.8X297.8

0

305.0X605.0

4

299.0X299.0

3

118.8X242.6

5

300.2X300.2

4

119.4X243.8

6

301.4X301.4

5

120X245

7

302.6X302.6

6

120.6X246.2

8

303.8X303.8

7

121.2X247.4

6

296 X 296

0

300X600

7

297 X 297

1

301X602

8

298 X 298

2

302X604

9

299 X 299

6

296X296

0

300 X 300

7

297X297

1

301 X 301

8

298X298

2

302 X 302

9

299X299

6

296 X 595

0

300X300

7

297 X 597

1

301X301

8

298 X 599

2

302X302

9

299 X 600

3

307.7〜308.7

0

300 X 601

4

308.7〜309.7

1

301 X 602

5

309.7〜310.7

2

302 X 604

6

310.7〜311.7

3

303 X 605

6

200.8X200.8

1

314.6〜315.7

7

201.6X201.6

2

315.8〜316.9

8

202.4X202.4

3

317.0〜318.1

9

203.2X203.2

4

318.2〜319.3

10

204X204

5

319.4〜320.5

05

145X145

6

320.6〜321.7

06

146X146

7

321.8〜322.9

07

147X147

8

323.0〜324.1

08

148X148

9

324.2〜325.3

09

149X149

1

314.6〜315.7X473.4〜475.1

0

150X150

2

315.8〜316.9X475.2〜476.9

1

151X151

3

317.0〜318.1X477.0〜478.7

05

295X295

4

318.2〜319.3X478.6〜480.5

06

296X296

5

319.4〜320.5X480.4〜320.5

07

297X297

6

320.6〜321.7X482.4〜484.1

08

298X298

7

321.8〜322.9X484.2〜485.9

09

299X299

8

323.0〜324.1X486.0〜487.7

0

300X300

9

324.2〜325.3X487.8〜489.5

1

301X301

1

473.4〜475.1

2

302X302

2

475.2〜476.9

3

477.0〜478.7

4

478.6〜480.5

5

480.4〜320.5

6

482.4〜484.1

7

484.2〜485.9

8

486.0〜487.7

9

487.8〜489.5

G

ナット

600X600

300X600

ハ

PC

Y9

ピッシーネ

ポイント 10

120x245

299X599

299X299

ハ

マ

ラ

TPP/
NPP

MR

KTX

ポールズ

メモリア

ランゲ

309×309

203×203

150X150

300X300

シリーズ名
ラ

CPP

RG

レスタウロⅡ
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カタログ
表記サイズ
309×309

200×200

試料

実寸法
（mm）
307.7〜308.7

4

308.7〜309.7

点字タイルaとの輝度比

TAK-3320

視覚障がい者誘導用タイル20／Ｋ型

99.60

−

マルチクォーツ 20／ホワイト

123.67

1.24

マルチクォーツ 20／ベージュ

86.87

1.15

5

309.7〜310.7

MLJ-2

6

310.7〜311.7

MLJ-1

8

196.9X196.9

9

197.7X197.7

MLJ-0

マルチクォーツ 20／グレー

0

198.5X198.5

RNLG-95

ボルゴーニャ 20／ライトベージュ

1

199.3X199.3

2

200.1X200.1

RNLG-96

3

200.9X200.9

8

196.9X397.0

60.27

1.65

108.67

1.09

ボルゴーニャ2 0／サビア

92.60

1.08

ZAW-1

サイト 20／ベージュ

85.03

1.16

サイト 20／アントラシテ

42.17

2.36

備考

逆数

逆数

9

197.7X398.5

ZAW-3

0

198.5X400.0

ZAW-2

サイト 20／グレー

48.67

2.05

1

199.3X401.5

2

200.1X403.0

Y9-W2

ポイント 20／ミックスベージュ

85.03

1.17

3

200.9X404.5

Y9-W4

ポイント 20／シルバー

77.17

1.29

MD-2682

ミネラル Ｄ 20／ベージュ

100.67

1.01

MD-4682

ミネラル Ｄ 20／グレー

49.27

2.02

EGWSQ-00A ノルディッククオーツ 14／アルティック

134.67

1.35

逆数

EGWSQ-10A ノルディッククオーツ 14／ベルゲン

109.67

1.10

逆数

EGWSQ-20A ノルディッククオーツ 14／グリジオ

89.60

1.11

ライムズ 14／クレイ半磨き

146.67

1.47

EG-WLSH2

ライムズ 14／オイスター半磨き

82.33

1.21

EG-WLSH3

ライムズ 14／スレート半磨き

46.33

2.15

〈カリバー表〉
タイルは高温焼成のため多少寸法誤差がございます。そのため、
下記シリーズはサイズごとに分類しています。
カタログ表記のサイ
ズを基準にしていますが、実寸法については必ず弊社までお問い
合わせください。
タイル表面
タイル裏面
●●㎜

132.33

1.33

EG-WLSH25 ライムズ 14／オイスタープッシュハンマー

73.83

1.35

EG-WLSH35 ライムズ 14／スレートプッシュハンマー

49.90

2.00

EGWVLS1

26.33

3.78

ビップラウンジ 14

逆数

逆数

逆数

輝度比とは
誘導タイルとその周囲のタイルや舗装材とのコントラスト
（誘導タイ
ルの識別性）
を評価する指標です。
〈表の見方〉
・平 均 輝 度 値
各タイルの輝度を数カ所測定しその平均値を割り出した数値です。
・逆 数
基準タイル
（TAK-33201）
よりも、
比較試料の輝度値が低い場合
の数値。
カリバー表
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EG-WLSH1

EG-WLSH15 ライムズ 14／クレイプッシュハンマー

この部分を測っています→

平均輝度値

工法・資料

200×400

カリバー
3

METHOD & REFERENCE

視覚障がい者誘導用タイル20との輝度比

