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Sports Rubber Floor 
　 スポーツ ラバー フロアー
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　　 スポーツ ラバー フロアー

Sports Rubber Floor
これからの床材に必要なのは機能性
衝撃吸収性、防滑性に優れた安全素材で、防音性にも優れています。
古タイヤ由来のリサイクルゴムを主成分とするエコ商品です。
用途によってトレーニングジムや介護施設、学校、幼稚園など幅広くご使用いただけます。



02スポーツラバータイル

原料は古タイヤ由来のリサイクルゴムを 85％使用しています。脱臭処理
をしていますのでゴム特有のにおいが少ないのが特徴です。

防炎性能試験をクリアしていますので、安心して室内でご使用いただけます。
※焦げ跡はつきます。使用場所にはご注意ください。

インターロック ソリッド タイプ：E1190139

インターロック ラミネート タイプ：E1190134

プラ ジョイント タイプ：E1190135

防炎性能試験番号

特注で 14 色のカラーチップからお好みのカラーを選び、オリジナル商品

を作ることが可能です。1つの商品で最大 3 色までのブレンドが可能です。

用途やシーンによって置 敷き施 工や接着施工どちらでも可能。
インターロックタイプ、プラジョイントタイプ、長尺など３つのタイプから
選べます。

一般的な床材に比べ、衝撃 吸収性に優れているので万が一転 倒しても
その衝撃を柔げます。クッション性があるので防音効果が期待でき、革靴
やヒールで歩くエリアにもおすすめです。　

一般的な清掃はホウキもしくは掃除機で清掃してください。しつこい汚れ

はウエスで水拭きもしくは中性洗剤で清掃してください。

施 工がカンタン

衝 撃 吸 収、 防音 性

VOC（揮発性有機化合物） 排出量
性能試験データ
インターロック ・ソリッドタイプ　

項目 規格 数値

Hardness（ShoreA)
硬さ ASTM　D2240 A/66/1

Tensile Strength
引張強度 ASTM　D412 2.36MPa

Compression Set
圧縮永久ひずみ度 ASTM D395 14%

Static coefficient of frication
摩擦係数 ASTM　D2047 dry　0.83

wet　1.08

Flammability
火炎反応 EN1404：2004 class F Ⅱ

Slippage resistance
滑り抵抗 EN13893：2002 class DS

項目 数値

Benzene
ベンゼン ＜ 1.0mg/kg

Toluene
トルエン ＜ 1.0mg/kg

Xylene
キシレン ＜ 1.0mg/kg

環 境にやさしいエコ素 材

防炎 性 能 試 験に合 格

選 べるカラーチップ メンテナンス性

30秒でわかる
ココがすごい！

「スポーツラバーの
　　　衝撃吸収性」
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サイズ：610 × 610 × 10㎜ サイズ：1M × 10M × 10㎜

２重構造になっており、ソリッドと比べ軽量でクッション性があるのが
特徴です。インターロック式なので、簡単に設置や取り外しが可能です。

長尺なので表面のジョイント部分が見えにくいので、綺麗な仕上が
りになります。広いエリアに施工する場合におすすめです。

選べる４タイプ

ロール・ソリッド タイプインターロック・ラミネート タイプ

サイズ：610 × 610 × 10㎜ サイズ：500 × 500 × 20㎜

専用ジョイント材を用いることで、接着剤を使わず施工できます。
トレーニングマシーンなどの重機やウエイトエリアにもおすすめです。
段差見切材もあるので、一部のエリアでも施行できます。

インターロック式なので小さなスペースにも施行がスムーズにできます。
耐摩 耗性、耐久性に優れているため、ウエイトエリアに最適です。
20㎡以下の小さなスペースであれば、接着せずに置敷きとしても使用
可能です。

インターロック・ソリッド タイプ プラジョイント タイプ



おすすめ使用エリア
●スポーツ施設
（ウェイトトレーニングエリア、フィットネスエリア等）
●幼稚園や学校　
●高齢者向け施設　
●リハビリ施設
●スポーツ用品店　
●スポーツアパレル店　等

他社の類似品の約 2 割引きの値段で驚きましたが、その性能

は確かです。選んでよかったです。

ヨガスタジオ経営者様からの声

ジムではトレーニング中に呼吸が荒くなり、大きく空気を吸い

込むので、通常よりも臭いが気になります。このラバータイルは、

ゴム臭さが少なく、助かっています。
スポーツジム経営者様からの声

階下のレストランからのクレームがなくなりました。お客様

に思いきりトレーニングに励んで頂けて、喜んでいます。

スポーツジム経営者様からの声

● 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてく
ださい。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。

接着施工の場合、ウレタンアドボン（AB-500U）
をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

施
工
方
法

04スポーツラバータイル

インターロック ソリッドタイプ インターロック ラミネートタイプ プラジョイントタイプ ロールソリッドタイプ

厚み 10mm 10mm 20mm 10mm

サイズ 610 × 610mm
（本体寸法：595 × 595mm）

610 × 610mm
（本体寸法：595 × 595mm） 500 × 500mm 1M × 10M

衝撃吸収性 ◎ ○ ◎ ○

歩行感 ○ ◎ ○ ◎

防音性 ○ ○ ◎ ○
おすすめ
使用場所 屋内 屋内 屋内・屋外 屋内

断面図

形状

1.5mm

4.5mm

14mm

〔密度 1150Kg/m³〕
リサイクルゴム 85％
合成 EPDM 15％

〔密度 900Kg/m³〕
リサイクルゴム +
リサイクル EPDM 100% 

〔密度 1080Kg/m³〕
リサイクルゴム 85％
合成 EPDM 15％

〔密度 500Kg/m³〕
発泡性リサイクルラバー 100％

3mm

7mm

プラジョイント タイプ

〔密度 1020Kg/m³〕
リサイクルゴム 85％
合成 EPDM15％

10mm 〔密度 1020Kg/m³〕
リサイクルゴム 85％
合成 EPDM15％

10mm

お客様の声
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インターロック・ソリッドタイプ　イエロー（BBS-2005）

販売価格 ￥6,900/m²

カギ型のインターロック形状で簡単施工。継ぎ目も目立たなく綺麗に仕上がります。
耐久性、耐摩耗性、防滑性に優れ、足腰の負担も軽減してくれます。
スポーツジムやトレーニングジムなどの重量物の機材を置くエリアにも安心してご使用いただけます。　　　　　

　　 インター ロック・ソリッド タイプ

Inter Lock Solid Type
防炎性能試験番号：E1190139



接着施工の場合、ウレタンアドボン（AB-500U）
をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

施
工
方
法
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インターロック・ソリッドタイプ　イエロー（BBS-2005）

＜特徴＞
●耐摩耗、耐久性、防滑性に優れている。
●インターロック式で施工性がカンタン。

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） m²/ ケース ケース重量（kg） 販売価格 販売価格（ケース）
1 610 × 610 × 10 2.68 6 2.2 23 ￥6,900/m² ￥15,444
2 610 × 610 ×10 2.68 8 2.97 30 ￥6,900/m² ￥20,592

● 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。 ● 本体寸法595×595（片側のインターロック部を含む施工後の寸法） ● 外寸　610×610　※生産の都合上、1の在庫が
なくなり次第、2のみの販売となります。  ●  温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所
に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色
が異なります。

ホワイト
1 BBS-2001
2 BBS-2001-8

オレンジ
1 BBS-2003
2 BBS-2003-8

ブルー
1 BBS-2002
2 BBS-2002-8

イエロー
1 BBS-2005
2 BBS-2005-8

外寸
610
mm

本体
内寸
595
mm
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販売価格 ￥6,100/m²
2 重構造になっており、ソリッドと比べ軽量でクッション性があるのが特徴です。
簡単に設置が出来るので、小売店、展示会などに幅広くご使用できます。
また幼稚園の遊具エリアや老人ホームや介護施設などのトレーニングスペースにもおすすめします。

　　 インターロック・ラミネート タイプ

Interlock Laminate Type
防炎性能試験番号：E1190134

　インターロック・ラミネート タイプ（BBS-2001L-8）



接着施工の場合、ウレタンアドボン（AB-500U）
をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

施
工
方
法

08スポーツラバータイル

ホワイト
1 BBS-2001L
2 BBS-2001L-8

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） m²/ ケース ケース重量（kg） 販売価格 販売価格（ケース）
1 610 × 610 × 10 2.68 6 2.2 15 ￥6,100/m² ￥13,656
2 610 × 610 ×10 2.68 8 2.97 20 ￥6,100/m² ￥18,208

＜特徴＞
●軽量で持ち運びが簡単。
●一時的に使用したい場合でも簡単設置。

２層構造になっており、クッション性に優れてい
ます。

　インターロック・ラミネート タイプ（BBS-2001L-8）

外寸
610
mm

本体
内寸
595
mm

● 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。 ● 本体寸法595×595（片側のインターロック部を含む施工後の寸法） ● 外寸　610×610　※生産の都合上、1の在庫が
なくなり次第、2のみの販売となります。  ●  温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所
に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色
が異なります。
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プラ ジョイント タイプ（BBS-2001RT）

販売価格 ￥7,500/m²
専用ジョイント材を用いることで、接着剤を使わず簡単施工。
耐久性、耐摩耗性、防滑性に優れ足腰の負担も軽減してくれます。
スポーツジムやトレーニングジムなどの重量物の機材を置くエリアにも安心してご使用いただけます。　　　　　

　　 プラ ジョイント タイプ

Pla Joint Type
防炎性能試験番号：E1190135



接着施工の場合、ウレタンアドボン（AB-500U）
をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

施
工
方
法

10スポーツラバータイル

プラ ジョイント タイプ（BBS-2001RT）

サイズ（mm） m² 枚数 ケース入数（枚） m²/ ケース ケース重量（kg） 販売価格 販売価格（ケース）
1 500 × 500 × 20 4 4 1 18.2 ￥7,500/m² ￥7,500
2 500 ×150 × 20 - - - 1.5 ￥2,200/ 本 -
3 専用プラジョイント100 個入り 100 個入り/ 袋 20 ￥6,500 ￥6,500

500
mm

500mm

ホワイト
1 BBS-2001RT

500 × 150 × 20㎜

段差見切材

7mm

20
mm

150mm

50mm

2 BBS-2001RE　¥2,200/ 本

（裏面写真）

専用プラジョイント
3 BBS-100PC

プラスチック製専用ジョイント材を用いる事
で、タイルを簡単に連結できます。

裏面が点状の突起になっており、電源コード
などを内部におさめる事ができます。

1.5mm

4.5mm

14mm

専用プラジョイント100個入り/箱　
※タイル1枚あたり、３個必要です。

● 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。 ●  温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日
前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在 庫と納期を弊社までお問い合わせください。 
● 商品写真は現物とは若干色が異なります。
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販売価格 ￥6,000/m²

摩耗に強く、人が多く歩くエリアに最適です。転倒時に衝撃を吸収するクッション性にも優れています。
長尺なので表面の繋ぎ目が目立たなく綺麗な仕上がりになります。

　　  ロール・ソリッド タイプ

Roll Solid Type
防炎性能試験番号：E1190139

 ロール・ソリッド（BBS-2001R）

NEW



接着施工の場合、ウレタンアドボン（AB-500U）
をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

施
工
方
法

12スポーツラバータイル

サイズ m² 枚数 販売単位 重量（kg） 販売価格 販売価格
幅1m×長さ10m乱×厚さ10mm - 1ロール【10m² 相当】 102 ￥6,000/m²  ￥60,000/ ロール

＜特徴＞
●継ぎ目が少ないので床面を綺麗に仕上げます。
●タイルとは違い段差がないので歩行性が良く、広い面積におすすめです。

ロール・ソリッド（BBS-2001R）

●  温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 
● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。

ホワイト
BBS-2001R

10
mm



　 　スポーツラバーカラーフロア

Sports Rubber Color Floor
NEW

特注色対応

衝撃吸収性と防滑性に優れたスポーツラバータイル。
SBRと呼ばれるリサイクルゴムにカラーチップをブレンドし、
お好みの色のスポーツラバーを作ることができます。

アドヴァンでは、14 色のカラーチップからお客様に自由に選んで頂き、オリジナルの商品を作ることが
できます。一つの商品に最大 3 色までカラーチップのブレンドが可能です。

お好みのカラーチップ割合を選べます。
カラーチップを多くブレンドするほど、明るくなり空間を鮮やかに彩ります。

リサイクルゴム カラーチップ

ブラウン ダークグレーグリーン ライトベージュオーシャンブルー ミントグリーン ブルー

15% 30% 50% 70%

イエロー オレンジライトグレー レッドホワイト ベージュ パープル

13

色を選ぶ

2 

1 

カラーチップの割合を選ぶ



④ロール・ソリッド

②インターロックラミネート

接着施工の場合、ウレタンアドボン（AB-500U）
をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

施
工
方
法

14スポーツラバータイル

※1　280㎡以上は140㎡単位でご注文いただけます。
※2　180㎡以上は90㎡単位でご注文いただけます。
※3　140㎡以上は70㎡単位でご注文いただけます。
※4　110㎡以上は55㎡単位でご注文いただけます。

厚み
（mm)

最小発注
数量 (㎡）

販売価格（㎡）
15％ 30％ 50％ 70％

4 280 ※ 1 ¥3,000 ¥5,500 ¥8,000 ¥10,500
6 180 ※ 2 ¥4,000 ¥6,500 ¥9,000 ¥11,500
8 140 ※ 3 ¥5,000 ¥7,500 ¥10,000 ¥12,500
10 110 ※ 4 ¥6,000 ¥8,500 ¥11,000 ¥13,500

※　180㎡単位でご注文いただけます。

厚み
（mm)

最小発注
数量 (㎡）

販売価格（㎡）
15％ 30％ 50％ 70％

10 180 ※ ¥6,100 ¥6,600 ¥7,100 ¥7,600
15 180 ※ ¥7,600 ¥8,100 ¥8,600 ¥9,100
20 180 ※ ¥9,100 ¥9,600 ¥10,100 ¥10,600
25 180 ※ ¥10,600 ¥11,100 ¥11,600 ¥12,100

③プラジョイント

①インターロックソリッド

※1　180㎡以上は90㎡単位でご注文いただけます。
※2　140㎡以上は70㎡単位でご注文いただけます。
※3　110㎡以上は55㎡単位でご注文いただけます。

厚み
（mm)

最小発注
数量 (㎡）

販売価格（㎡）
15％ 30％ 50％ 70％

6 180 ※ 1 ¥4,900 ¥6,900 ¥8,900 ¥10,900
8 140 ※ 2 ¥5,900 ¥7,900 ¥9,900 ¥11,900
10 110 ※ 3 ¥6,900 ¥8,900 ¥10,900 ¥12,900

※　350㎡単位でご注文いただけます。

厚み
（mm)

最小発注
数量 (㎡）

販売価格（㎡）
15％ 30％ 50％ 70％

20 350 ※ ¥7,500 ¥8,000 ¥8,500 ¥9,000
25 350 ※ ¥8,000 ¥8,500 ¥9,000 ¥9,500
30 350 ※ ¥8,500 ¥9,000 ¥9,500 ¥10,000
40 350 ※ ¥11,000 ¥11,500 ¥12,000 ¥12,500
50 350 ※ ¥15,000 ¥15,500 ¥16,000 ¥16,500

● 納期は発注後約２ヶ月となります。  ●  温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置き
し、必ず材料養生をしてください。 ● 受注品につき、ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。
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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。

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。

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。

点検項目 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。

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。

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。

施工後に、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。

施工後に、床材の剥離や浮き、変色などが
発生。

①
平
滑
さ

②
乾
燥

③
強
度

④
汚
れ

※床暖房下地への施工はお避けください。

スポーツラバータイル施工方法マニュアル

基準線

中心線
施工順位

［ 向 き ］
●流し貼りを推奨しています。

市松などバラバラに貼るとジョイント部分がきれいに合わず、隙間が多くできてし
まいます。

［ ジョイントの隙間 ・接合部 ］
●ゴムハンマーでジョイント部分に寄せ付けて隙間を無くします。

接合部分が押し潰れると段差や浮きの原因となるため、ピックを使い潰れた部分を
押し上げて整えてください。

［ 接着剤 ］※プラジョイントタイプは除く
●接着施工の場合、ウレタンボンド(AB-500U)をご使用ください。非推奨の接着材を

使用した場合、床材の浮きや反りが生じる場合がございますのでご注意ください。

商品の向きを揃えると材料の向きが同じになり、隙間が少なくなります。
（商品の裏面に矢印があるので向きを合わせてください。）

！

ゴムの伸縮によりジョイント部に隙間が生じます。！

施工のポイント

施 工 手 順

流し貼り

商品裏面

矢印

ピック

ジョイント
部分
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　［ 床材を長持ちさせるために ］

６. 貼り付け・圧着
●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。
●100ポンドローラー（約45㎏）にて転圧し、塗布した接着剤のクシ目の糊山をつぶ

してください。タイルと下地をしっかり接着させるため、ローラーがけは一方向だ
けでなく縦横に十分転圧してください。特に壁際などの周辺部はハンドローラーで
入念に圧着してください。

●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。

●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。

●汚れがひどい場合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。

●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。

ゴムタイルは、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。
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。

！

！

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。！

メンテナンス

専用接着剤
５. 接着剤塗布
●接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。(ウレタンアドボン AB-500U)
●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

るゴム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。

下地
木下地／モルタル・コンクリート下地
（含水率8％以下）
接着剤
ウレタンアドボン（AB-500U）

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。
　ゴム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。
※ゴム系床材は温度変化により多少の伸縮があります。

●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。

４. 養生
ゴム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。

！

70㎝以下

タイルが変形します。
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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。

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。
　ゴム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。

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。

点検項目 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。

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。

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。

①
平
滑
さ

②
乾
燥

③
強
度

④
汚
れ

※床暖房下地への施工はお避けください。

スポーツラバーロール施工方法マニュアル

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

ロールの方向
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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

　［ 日常の掃除 ］

　［ 汚れがひどい場合 ］

●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。

●汚れがひどい場合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

メンテナンス

６. 接着剤塗布
●墨から15㎝ずつの幅を残して接着剤を塗布します。床シートを重ね切りした後、その部分に接着剤

を塗布し圧着します。
●接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。
●使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照ください。
●木下地のような通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいため、残留溶剤による塩ビタイル

の伸びを引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は接着剤の塗布量
を標準より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。

●アドヴァン専用の接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
●クッションフロアーなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。
●施工は専門業者にご依頼ください。

下地
木下地／モルタル・
コンクリート下地

（含水率 8% 以下）

①墨に沿って貼り始め、空気を押し
出しながら貼り付けます。

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

③継ぎ目は6㎝重ねます。
　注）ロス分は材料代に含まれてお

りません。

④端から3㎝のところに定規をあ
て、重ね切りします。

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

⑥ハンドローラー等で入念に圧着し
てください。

3cm

6cm

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

！
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Showroom Information      案内

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

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

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 19：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

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

できるだけ
ご予約をお願い致します

■大阪ショールーム
西日本業界最大級
5,000㎡の圧倒的広さ

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

できるだけ
ご予約をお願い致します

できるだけ
ご予約をお願い致します

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 19：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

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

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

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 19：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  日・祝・年末年始
当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有 車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム 土曜のみ
ご予約をお願い致します

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

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

TEL 092(291)1011   FAX 092(291)0240 TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728

ks-19011
2019.10 ver.1

SR 営業詳細は
HP よりご覧ください


