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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。

［ 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。

［ モルタル下地または合板下地への施工 ］
◇ 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。

下地モルタル

緩衝材巾木 フローリング

接着剤

直貼り工法（モルタル下地）

壁

フローリング

【モルタル下地合板捨貼り工法】

【システムフロア工法】 【床暖フローリング施工時】

【根太組工法】合板捨貼り

合板捨貼りt12以上

モルタル

フローリング

合板捨貼りt12以上

システムフロア

フローリング

合板捨貼りt12以上

根太

大引

根太

床暖房マット

合板捨貼り
t12mm以上

下地合板

床材

［ 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
◇ 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。

釘・糊併用工法［合板捨貼下地］ 直貼り工法［モルタル下地または合板下地］

フローリングの施工方法

［ モルタル下地の場合の注意点 ］
◇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。

［ 合板捨貼下地の注意点 ］
◇ 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。

［ 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。

※   床暖房の場合も合板捨貼
りt12mm以上必要です。
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メンテナンス及び使用上の注意

［ 日常のお手入れ ］
◇ 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。

［ 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。

［ 汚れをつけないように ］
◇ 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。

！

！

！

！

！

！

！

！

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。

● 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。

フローリング押す

［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
［設計価格］¥2,800/ 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

専用接着剤（釘・糊併用工法用）  

アドボン8000E
（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

認定区分：JIS

F☆☆☆☆

！

フローリングの施工方法
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4

●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。

300㎜以上

 1 割り付け

 2

 3

貼り始め

パネルの切断

貼る順番
● 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。

 5 最終パネル列

 6 完成

施工方法

［ 施工方法  注意点 ］

［ 施工手順 ］

見切材の取付方法

L字型見切

T字型見切

●見切りベースをビスで取り付けます。

●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。

●見切りベースの端から5mm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。

●見切りベースの端から10mm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。

●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。

●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。

※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。
● 隣のパネルを軽く斜めに持ち上げることで
短手がはめ込みやすくなります。

約400mm 凹サネ

凸サネ

●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。

②石膏ボードを
　上げられない場合

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。）

次の列へ

長さ300㎜
以上必要

スタート
● 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。

● 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。

● 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。

①

⑧ ⑨ ⑩

⑮ ⑯ ⑰

② ③
④

⑤
⑥
⑦

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

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。

5mm

5mm 5mm

●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。
●パネルの凹み部分のゴミを取り除きながら施工してください。
●隣のパネルを軽く斜めに持ち上げることで短手がはめ込みやすくなります。

！ クッションフロアーなどの柔らかい既存床の上に重ねて施工しないでください。サネの破損や、隙間が生じる恐れがあります。

カンタン クイック フロアの施工方法
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●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。

クリアランス

※撥水処理をしてください ビスCUT CUT
はき出しサッシの納まり

施工上の注意点

最低5mm以上のクリアランスが必
要になります。

5mm

● 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
　入れることをおすすめします。　

見切材

● 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。 重量物

L型床見切材

カンタンクイック
　　フローリング

●  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。

CUT

凹サネ部

●凹サネにゴミが入りやすく、そのまま
　 施工すると 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。

● パネルを切断するときは、裏側から
　切断してください。

● 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。

クリアランス

※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300mm以上

● 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。

cut

カンタンクイックフロア
L型床見切

引戸扉 引戸扉

捨て張り合板 
合板下地

スペーサー
12.5mm

■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

■壁面部　納まり①　新築 － フロア先行張りの場合

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、
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
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。

石膏ボード

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

5mm以上

石膏ボード

ソフト巾木

≒20mm

5mm以上

① 壁下地から、5mm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。

※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。

一辺の最大スパンが10m以内としております。それを越える場合は
必ず見切りを入れることをおすすめします。

カンタン クイック フロアの施工方法
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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。
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。

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。

！  水分計で下地の含水率を測定して、
8％以下であるか確認してください。

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

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。

●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。

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。

！

※床暖房下地への施工はお避けください。

ビニル床タイルの施工方法

施工について
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7. 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。

●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。

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。

！

！

専用接着剤

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。

！

6. 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。
●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。
●下地の含水率が8%以下であることを確認してください。

工法 下地 接着剤

一般工法 モルタル・コンクリート
下地（含水率8％以下）

アクリルアドボン（AB-300A）

耐湿工法 ウレタンアドボン（AB-500U）

ビニル床タイルの施工方法
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ビニル床タイルのメンテナンス方法
ビニル床タイルを美しく保つには汚れの予防と日常清掃に配慮する必要があります。
日常生活の中で必ず汚れは発生します。
どのような床材にも日常のメンテナンスが必要になります。
ビニル床タイルの美観や快適な環境でご使用いただくために、日々のメンテナンスが重要になってきます。
汚れ予防清掃と日常清掃をすることで床材を長持ちさせることができます。

■ 日常の清掃
日常清掃は汚れがひどくなる前に、頻繁に行うことで美観が保たれます。
ホウキや掃除機で床面のホコリや砂を取り除いてから、かたく絞った雑巾やモップで水拭きをして乾燥させてください。
汚れが落ちにくい場合は、水または洗浄剤を含ませたモップやウエスなどで拭き取ってください。
水分が残ったまま歩行すると汚れの範囲が広がりますのでご注意ください。
また、水分の拭き残しがあると転倒事故やケガする原因にもなりますのでご注意ください。

■ ホコリやゴミの除去

クロスワイパーやほうき、掃除機でゴミやホコリ等を除去します。その際、奥のほうから入口に向かって汚れを除去してくだ
さい。
※ ポリッシャーや自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際は、水または洗浄剤をつけ固く絞ったモップで清掃してください。
使用後は洗浄剤をモップなどで水拭きをし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、よく乾燥させてください。
※洗浄で使用する水や洗浄剤の量が少ないと、床面に不具合を発生させる恐れがありますのでご注意ください。
※床材の状況に応じたパッドをお選びください。

汚れ予防と日常の清掃について

■ 予防清掃
室内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。エント
ランスには以下の３段階の床マットを設置することが重要です。

① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
② 次に風除室内に雨の日の水分まで吸着するマットを敷きつめます。
③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。
※  足拭きマットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃
してください。足拭きマットは毎日掃除機と月１回の水洗いをおすすめします。

① 入口外部にマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

② 風除室内に入る水分を吸着するマットを敷きます。

③ 施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷くことで、予防できます。

クロスワイパー ほうき 掃除機
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マットPU仕上げ

汚れ付着前 汚れ付着直後 汚れ拭き取り後

ワックス
メンテナンス
軽減商品

汚れ付着前 汚れ付着直後 汚れ拭き取り後

だから
ワックスメンテナンス

不要！

だから
ワックスメンテナンスが

必要！

マットPUなら汚れが付きにくく、また汚れがついてもお手入れが簡単です。
ワックスは不要ですのでランニングコストを抑えられます。

■ しつこい汚れが残る場合
日常の清掃をしていても、汚れが除去できない場合があります。
落ちにくい汚れは、水または洗浄剤を含ませたモップまたはきれいな雑巾で拭き取ってください。
表面に拭き残しないように水拭きし、よく乾燥させてください。
部分的な汚れはスポンジやブラシなどで汚れを除去してください。
広い面積の場合は、洗浄剤を使用しポリッシャーや自動床面洗浄機で洗浄してください。
汚水は床面に残らないようにウエスで拭いて水分が残らないようにしてください。
清掃後、床面が乾くまでよく乾燥させてください。完全に乾燥するまでは、通行を禁止してください。

 ……床洗浄機のパッドは床材の状況に応じたパッドをお選びください。

■ 汚れの除去

モップや固く絞った雑巾を用いて水拭きします。汚れがひどい
場合は中性洗剤を使用してください。

床面積の大きな部位では、洗浄力の優れた自動床面
洗浄機を使用していただくとより効果的です。

マットPU仕上げについて

！  注意

汚れが取れやすい

汚れが取れにくい

モップ 雑巾 自動床面洗浄機

■ 定期メンテナンス
日常メンテナンスで除去できない汚れが堆積してきたら、定期メンテナンスを行ってください。

・ クロスワイパーや掃除機などで床面を掃除し、ゴミやホコリを除去してください。
・  希釈した洗浄剤を床面にモップで塗布し、ポリッシャーで洗浄して汚れを取り除きます。掃除機で汚水が残らないようよく
清掃してください。

・  きれいな水で床面をモップや雑巾で水拭きし、よく乾燥させてください。水や洗浄剤がタイル目地に入り込まないように、
注意してください。

●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。

●傘などからの雨水は、目地や継目から浸透し、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、
雨水が持ち込まれないようにしてください。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で局部荷重を受けますと、圧痕が残る
可能性がありますので注意してください。

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

［床材を長持ちさせるために］

ビニル床タイルのメンテナンス方法
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※汚れの状況によっては、ワックスメンテナンスの実施をおすすめします。
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施工について

1. 下地の点検 ①平滑さ ②乾燥 ③強度 ④汚れ を点検します。

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

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

床シート 床タイル

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

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

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

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

ロールの方向 

！

表面 

6. 接着剤塗布
●長尺シート・500角タイルは墨から15cmずつの幅を残して接着剤を塗布します。長尺シートを重
ね切りした後、その部分に接着剤を塗布し圧着します。
●接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。
●当社の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。
●使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご確認ください。
●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。
●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。
●下地の含水率が8%以下であることを確認してください。

床シート

一般工法 耐水工法

○
○

長尺シート

500角タイル

ウレタンアドボン
（AB-500U）
ウレタン樹脂系
溶剤形（1液性）

15㎏

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

○
○

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

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

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

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

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

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

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

施工後のワックスがけは不要です。！

図1

市松貼り

ボロン
タイル 

下地パネル 図2

7. 貼り付け・圧着（長尺）

8. シーム処理（長尺）

●床シートの継ぎ目をシーム処理してください。

①マスキングテープのジョ
イント部分を2㎜程度あけ
て、貼ります。

推奨シーム材：ヤヨイ化学工業（株）「シーム液タイプC」

②ジョイント部分にシーム剤
を塗布します。

③塗布後、マスキングテープ
をシーム剤が乾燥する前には
がします。

6cm

①墨に沿って
貼り始め、空
気を押し出し
ながら貼り付
けます。

3cm

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

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

④端から3㎝
のところに定
規をあて、重ね
切りします。

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

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

⑥ハンドロー
ラー等で入念
に圧着してく
ださい。

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

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

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

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

ボロンの施工方法
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ボロンのメンテナンス方法
ボロンは繊維状のビニルを織り込んだ床材です。

■ 予防清掃
室内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。エント
ランスには以下の３段階の床マットを設置することが重要です。

① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
② 次に風除室内に雨の日の水分を吸着するマットを敷きつめます。
③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。
※  床マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してく
ださい。床マットは毎日掃除機と月１回の水洗いをおすすめします。

■ 初期清掃（施工完了後）
土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、
初回のメンテナンスを行います。

① モップや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。
②  ヒールマークや接着剤等の汚れは、床材の表面を傷つけないようにナイロンブラシやスポンジで取り除き、水または洗浄
剤を含ませたウエス等で拭き取ってください。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください。（洗浄剤
成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。

③  温水（40℃程度）を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を
使用する場合は中性洗剤を使用してください。凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭
きしてよく乾燥させてください。
※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドパットで清掃してください。

■ 日常の清掃
汚れがひどくなる前に、汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

①  モップや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている
部分を拭き取ります。

②  ヒールマーク等落ちにくい汚れは、お湯または中性洗剤を使用し、ナイロンブラシやスポンジ等で取り除いてください。
③  歩行頻度や汚れの状況に応じて、温水（40℃程度）または洗浄剤を使用し、自動床掃除機で洗浄してください。柔らかい
パッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合は中性洗剤を希釈してください。凹凸に入り込んだ汚水は掃除
機で完全に回収し、水拭きしてよく乾燥させてください。

汚れ予防と日常の清掃について

① 入口外部にマットを置き、外からの泥・砂などをふるい落とします。

② 風除室内に入る水分を吸着するマットを敷きます。

③ 施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷くことで、予防できます。

■ 定期メンテナンス
日常メンテナンスで除去できない汚れが溜まってきたら、定期メンテナンスをしてください。

① 掃除機で埃やゴミを取り除いてください。
②  表面の織り目に付着物が残っている場合は固めのブラシ類を使用して、雑巾等で軽く拭いてください。
③ エクストラクター（濯ぎ洗い機）やポリッシャーで清掃をします。水の使用にはご注意ください。
※エクストラクターは温水を使用して清掃してください。
※温水のみでの清掃をおすすめします。洗剤を使用される場合は中性洗剤を使用してください。
洗剤が残りますと汚れを呼び込みやすくなります。
※汚水、残水は完全に取り除いてください。
※濡れているときは、滑りやすいためご注意ください。
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1. 通常の清掃は、掃除機、
ホウキなどを使って土砂や
ホコリを除去します。

1. はがれた箇所に大きめの
新しいボロンを重ね、合
わせてカットします。

1. 通常の清掃は、掃除機、
ホウキなどを使って土砂や
ホコリを除去します。

1. 汚れた箇所に温水をかけ
ます。

1. スクレーパーで表面に付
着したガムを除去します。

3. 温水（50 ～ 60℃）を用
意し、モップ掛けしてくだ
さい。

3. 新しい接着剤を下地に塗布
してください。

3.しつこい汚れの場合には
中性洗剤を使用し、洗浄
してください。温水を使用
した方が汚れが落ちやす
いです。

3. 拭き残しがないようにタオ
ルで拭き取ります。

3. スポンジのたわし面で
ガムを除去します。

2. 汚れがひどい箇所には中性
洗剤を使用し、ブラシでこ
すってください。

2. 付着している接着剤をき
れいに剥がしてください。

2. 広い面積の場合、柔らか
いブラシと、温水を使用し
た床洗浄機で清掃してくだ
さい。

2.ブラシで汚れを落とします。 2.取り残したガムに100℃
のお湯をかけます。

4. 拭き残しがないよう、乾
いたモップでしっかり拭き
取ってください。

4. 新しいボロンを貼ってくだ
さい。

4. 床洗浄機は、ムラがない
ように一列ずつ清掃してく
ださい。

※ 拭き残しがある場合、臭いの原因となりますのでご注意ください。

● 施工後ワックスは使用しないでください。
● ゴムとの直接の接触は変色の原因となる場合があるのでお避けください。
●  目地部でその芯材が出ている場合には、引っ張らずにはさみ等で除去してください。
●  フラットな表面形状の製品と比べると、表面に織物特有の凹凸がありますので、汚れが残りやすくなります。ご留意
ください。

●  汚れが付着した際には、汚れが広がらないように注意してすぐ拭き取ってください。時間の経過とともに汚れが除去し
にくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。

● メンテナンス方法はホームページで確認できます。

！  その他注意事項

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。
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）といった業務用清掃機で清掃します。
・エクストラクターは温水にて清掃してください。・スクラバーは柔らかいブラシを低圧にて使用してください。
・必ずきれいな温水を使用してください。・清掃機器は床の縦方向に流してください。
・温水のみの清掃をお薦めします。どうしても洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使用してください。
・洗剤を使った場合必ずその後十分に水洗いして、洗剤成分が床に残らないようにしてください。
洗剤成分が床に残ると、汚れがつきやすくなります。

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。

メンテナンス方法

［ 通常メンテナンス ］

［業者向けメンテナンス ］

［ 修復方法 ］

［ シミ除去方法 ］ ［ ガム除去方法 ］

ボロンの
メンテナンス
動画はこちら

ボロンのメンテナンス方法
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施工の前に

施工手順
1

2

3

4

6

7

8

9

■下地の点検 ■割り付け
墨出し ■材料保管 ■材料確認 ■養生

●下地の①平滑さ、②乾燥、③強度、④汚れを点検します。
●下地の含水率が8%以下であることを確認してください。
●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。
●10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイルカーペットを箱から取り出して、表面を上にして1～2日程度積み重ね、クセを取り除いて
ください。特に冬季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してください。

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

基準線に沿って基準タイルを施工します。

施工はピラミッド工法のようにすすめてください。

貼り方によって印象が大きく違いますので、施工前に貼り方を
必ずご確認ください。

【柄をミックスさせて貼る場合】
色、柄に微妙な変化をつけています。
自然な感じを出すため、施工前に数ケースを混ぜ合わせて
から施工してください。

【壁際切断方法】
カッターを深く入れ、一度にバッキング層まで完全にカットし
ます。残った場合はカッターを使って切り離します。

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

注意

・表からカットすると切込み寸法が長くなる場合があり
ますので注意してください。

注意

目違い修正は、圧着する前に修正してください。

接着剤が硬化するまでは、温度変化や直射日光は避けてくだ
さい。

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

下地や施工場所によって、適した接着剤の選定をお願いし
ます。

10 接着剤などによる汚れや不備な点がないかを確認し、必要に
応じて養生シートで養生してください。

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。

カッター
巾木

タイルカーペット
切込むタイルカーペット

壁

床

市松貼り 流し貼り 1/2ズラシ貼り 1/2ズラシ貼り

1/2ズラシ貼り 1/3ズラシ貼り 流し貼り ヘリンボーン

基準線

中心線
施工順位

タイルカーペットの施工方法
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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。

●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。

※施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

二重床（OA下地）に施工する場合の注意点

レベル調整は、
段差がないようにする 隙間1～2㎜以内

許容範囲
段差1㎜以下

下地パネル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

正方形タイプ 長方形タイプ
下地パネル 下地パネル 

タイル タイル 

●カタログの写真やサンプルと現物の色が多少違う場合があります。予めご了承ください。
●タイルカーペットの素材は繊維と塩ビです。温度変化が目地隙や突き上げの原因になります。施工前には必ず室温になじませてから
施工してください。

●タイルカーペットはきつめ施工にならないようご注意ください。きつめ施工した場合でも、目地部を無理やり押し込むと一旦はきれい
に納まりますが、ピールアップ形接着剤は完全に硬化しないため、後日突上げるおそれがあります。充分ご注意願います。
●貼り方は商品ごとの推奨工法を参考にしてください。
●施工前に仮並べをし、柄、模様を確認してください。
●流し貼りで柄の並びや仕上がりに違和感がある場合、部分的に差し替えてください。

施工上の注意！

●長時間直射で日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性がります。ブラインドやカーテンなど直接日光が当たらないように
してください。
●タイルカーペットの剥がれ、反りなどが生じた場合は、転倒の恐れがあるためすぐに補修してください。
●出入り口付近には足ふきマットなどを設置し、直接泥汚れが付かないようにしてください。
●目地部に毛羽立ちがある場合
毛羽立っている部分の隣のタイルカーペットを少し持ち上げ、起き上がったパイルを、接しているカーペットの側面で少し押さえ
ながら元に戻すと、ある程度目立ちにくくなります。小さなマイナスドライバーの先で目地をしごいて直る場合もあります。

●汚れた際の取り替え、ローテーションしたい場合入口など汚れやすい位置には、真物がくるように割付けます。

使用上の注意！

［接着剤：AB-700P］

タイルカーペットの施工方法
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タイルカーペットのメンテナンス方法
カーペットは日常の清掃や予防を正しくすることで、快適な環境で気持ちよくご使用いただけます。汚れの予防には足ふきマッ
トを使用することで効果的になります。
日常の清掃は掃除機やシミ取りが一般的なお手入れで定期的に必要なメンテナンスです。

カーペットの汚れを落とすには水性と油性で異なります。正しい除去の仕方をしないと汚れが広がってしまう場合もありますの
で注意が必要です。また時間が経過すると汚れが落ちにくくなりますので、基本的には汚れたらすぐに清掃してください。洗剤
を使用する場合は、表面のパイル部分のみに使用し内部の基布に浸からないようにご注意ください。洗剤が残ると汚れの付着
の原因にもなります。ぬるま湯を使いきれいな雑巾で拭き取り充分乾燥させてください。

カーペットは一部の商品を除き、基本的に丸洗いができません。中性洗剤やカーペット用クリーナーをご使用の際は、表面のパ
イル部分のみに使用し、内部の基布に浸らないようにしてください。パイル部分に付着した洗剤分は汚れを呼び寄せる原因とな
りますので、綺麗なぬるま湯に浸した雑巾などで除去し、十分乾かしてからお使いください。

●  カーペットの汚れの大半はホコリによるもの。カーペットの毛足の中にホコリや小さな汚れが入り込んでしまうため、掃除機
を丁寧にかけてください。こまめに掃除機をかけることで、ホコリを除去できます。

● 掃除機はできれば毎日もしくは、最低でも1週間に2～3回程度してください。
●  掃除機は毛並みに逆らうように、色々な方向からかけることで奥に入り込んでいる泥汚れやホコリを取りやすくなります。
また、ペットの毛や髪の毛は、カーペットの毛に絡まりやすいので、ブラシで軽く毛並みを起こしてやると除去しやすくなり
ます。

日常のお手入れ

細かなゴミやホコリを取るために週に1～2回、毛並みの反対方向に掃除機をかけて
ください。

月一回のお手入れ

バケツ一杯のぬるま湯にキャップ1～2杯の中性洗剤を溶かし、雑巾を固めに絞り
毛並みの反対方向に強く拭いてください。

パイルの飛び出し

パイルが飛び出した時には、引き抜いたりせずに、ハサミで丁寧に切りそろえてくだ
さい。

ダニの発生を防ぐには
ダニはあらゆる場所にいますが、日頃のお手入れと換気で繁殖は防げます。吸引力
の大きい掃除機で週に2回は掃除しましょう。夏の大掃除も効果的です。風通しよく
しましよう。

日常のお手入れ

カーペットのお手入れ

カーペットが汚れてしまった場合

水性の場合（お茶、ジュース、醤油、ソース等）

• まず、汚れの元となるものを除去してください。
• きれいな布やティッシュで水分を吸い取ります。
• 無理やり水で濡らして擦ったりすると範囲が広がりますのでご注意ください。
•  しつこい汚れの場合に洗剤を使う際は、洗剤を薄めて少しずつ汚れの具合を確認しながら清掃してください。汚れが薄くなった
ら、洗剤が残らないようにきれいな雑巾で拭きあげてください。色が変わってしまうような強い漂白剤や消毒液などは使用を
しないでください。
• かたく絞った雑巾で洗剤や拭き残しがないように、除去してください。
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カーペットは日常の清掃や予防を正しくすることで、快適な環境で気持ちよくお使いいただけます。汚れの予防には足ふき
マットを使用することで効果的になります。
日常の清掃は掃除機やシミ取りが一般的なお手入れで定期的に必要なメンテナンスになります。

シミや汚れによっては、専門のクリーニング業者にご依頼ください。

油性の場合（油性マジック、マヨネース、バター、食用油等）

• 汚れを紙や布で吸い取ります。固形なら拭き取ります。
• 油性マジックや油を含んだ食品の食べこぼし等は、少量のベンジンを使ってください。
• 少量のベンジンを、雑巾に染み込ませトントン叩いてください。
• うすく希釈した中性洗剤をきれいな雑巾に染みこませて、汚れ部分をトントン叩くように落としてください。
• 水分を含ませたティッシュで拭き、最後に拭き残しがないように雑巾で拭きとってください。

色落ち …………   カーペットの色が変色してしまう可能性があります。
使用前に目立たない所でテストしてから、ご使用ください。

火気に注意 ……   ベンジンは引火性の強い薬品ですので、ご注意ください。
換気をする………   小さなお子様が吸わないように、換気をよくしてください。

業者への依頼

！  ベンジンを使用する場合の注意事項

紅茶・コーヒー類
水で固く絞ったタオルで拭いてください。生クリームやミルク入のときは、薄い洗剤液で拭い
てください。古いシミは、レモン片か酢で拭くと効果的です。

ビール・洋酒・日本酒
水またはぬるま湯を、布か綿棒に含ませて、シミを吸い取らせるような感じでたたいてくだ
さい。ぬるま湯でも落ちないときは、中性洗剤をご使用ください。

キャンディー類
お湯に洗剤を溶かし、それで絞ったタオルで拭き取ってください。もし、跡が残っていたら、
アルコールで軽く拭いてください。

ケチャップ 紙で取り、酢で拭いてください。色が残ったら、オキシドールで拭いてください。

しょう油・ソース
ティッシュペーパーなどでできるだけ吸い取り、洗剤を入れたぬるま湯で拭いてください。
古いシミはオキシドールで漂白してください。

生クリーム・バター・マヨネース
お湯を含ませた布で拭いてください。その後、洗剤液で拭いてください。まだ残るようなら
アルコールで、拭いてください。

口紅 アルコールでこすり取り、洗剤を入れたぬるま湯で拭いてください。

香水・化粧水 石鹸水で拭いてください。

クレヨン・靴ズミ
ひどい汚れはアルコールを歯ブラシにつけて、たたくようにして取り、その後ぬるま湯で拭い
てください。

ふん（犬、猫など）
漂白剤入りのクレンザーを盛り上げ、べとべとしたものを吸い取らせてください。乾いてから
掃除機の隙間ノズルで吸引してください。漂白剤は殺菌作用があり臭気も消えます。

泥
よく乾かして指先で落としてからブラッシングしてください。その後、洗剤を入れたぬるま湯
を含ませた布でたたき落としてから水で拭いてください。

タイルカーペットのメンテナンス方法

M
E

T
H

O
D

 &
 R

E
F

E
R

E
N

C
E

工
法
・
資
料

354



施工の前に

施工手順
1

2

3

4

5

6

7

9

8

■下地の点検 ■割り付け
墨出し ■材料保管 ■材料確認 ■養生

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

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

基準線に沿って基準タイルを施工します。

施工はピラミッド工法のようにすすめてください。

製品によって流し貼り又は市松貼りにて貼ってください。

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

目違い修正は、圧着する前に修正してください。

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

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

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

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

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

注意

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

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

●室温が15℃以下の場合は、タイルとタイルの間に名刺２枚分
の隙間を空けて施工してください。

●タイルのつめすぎは、施工後突き上げの原因になります。

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

正方形タイプ 長方形タイプ

二重床（OA下地）に施工する場合の注意点

基準線

中心線
施工順位

レベル調整は、
段差がないようにする 隙間1～2㎜以内

許容範囲
段差1㎜以下

下地パネル 下地パネル 

タイル タイル 

FA（フリーアクセス対応）タイプの施工方法

FA（フリーアクセス対応）タイプの施工方法

［接着剤：AB-700P］

355



アルク フロアの施工方法とメンテナンス

施工について

アルク フロアの施工方法とメンテナンス

7. 貼り付け・圧着

メンテナンス

施工後の注意事項

①墨に沿って貼り始め、空
気を押し出しながら貼り
付けます。

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

③継ぎ目は6㎝重ねます。
　注）ロス分は材料代に含まれてお
りません。

④端から3㎝のところに定
規をあて、重ね切りしま
す。

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

⑥ハンドローラー等で入念
に圧着してください。

3cm

6cm

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

！

8. 目地処理

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

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

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

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

［床材を長持ちさせるために］

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

アルク フロア溶接棒
￥8,800/ 本
サイズ：φ 4㎜× 50m
重　量：1.2㎏ / 本

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

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

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

※本施工前に、必ずサンプルにて溶接棒の密着度を確認してください。

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

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

●キャスター付きベッドのような重量物を移動する際は、必ずキャスターのロックを解除した状態で移動させてください。
●重量物を移動させる際、無理に動かすと床面に大きな負荷がかかり、床材を破損する恐れがあります。

注）洗浄の際、水を大量にまくと目地の間から
水が下地にしみ込み、剥離の原因となります。
（長尺で溶接工法の場合は問題ありません）

！

1. 下地の点検

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

！  水分計で下地の含水率を測定して、8％以下であるか確認してください。

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。

5. 養生
●ロールの方向を確認します。
●5～10㎝の余分を計算に入れて、床シートを粗切りします。
●この状態で、10℃以上に保たれた室内に床シートを少なくとも24時間
仮敷きして、室内温度になじませ、巻きグセ、伸縮などを取り除いてく
ださい。

を点検します。① 平滑さ ② 乾燥 ③ 強度 ④ 汚れ

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

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

● 木下地のような通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜
けにくいため、残留溶剤による塩ビタイルの伸びを引き起
こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。そ
の場合は接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープン
タイムを長めにとってください。

● アドヴァン専用の接着剤以外の接着剤をご使用の際のク
レーム等はお受けできません。
● クッションフロアーなどの既存床の上に重ねて施工しない
でください。
●施工は専門業者にご依頼ください。
●下地の含水率が8%以下であることを確認してください。

● 下地の水分指標にかかわらずウレタン樹脂系接着剤を
お使いください。

ロールの方向 ウレタンアドボン
（AB-500U）
ウレタン樹脂系
溶剤形（1液性）
15㎏/缶
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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。

スポーツラバーフロア施工及びメンテナンス方法

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。
隙間が気になる場合、液状ゴムで隙間を埋めていただくことをおすすめします。

！

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

［インターロックタイプ］
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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。

スポーツラバーフロア施工及びメンテナンス方法
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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。

スポーツラバーフロアロール施工及びメンテナンス方法

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

施 工 手 順

［ロールタイプ］
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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 ］
● 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 ］
● 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。

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。
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。

！

スポーツラバーフロアロール施工及びメンテナンス方法
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アド・リサイクル・ウッドデッキ™ 22シリーズの施工方法

アド・リサイクル・ウッドデッキ™ 22 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、施工をしていただくようお願いします。

[施工前にチェックしてください

□ 施工する場所は、四方壁でふさがないように通気性を確保してください。
□ 施工の際は水が溜まらないように、1～3％の傾斜を設けてください。（無垢タイプ除く）
□ 根太のピッチは400㎜以下（中空タイプ）または500㎜以下(無垢タイプ)としてください。
□ 片側グリップ（金具）をデッキ材1枚につき両側１箇所使用してください。
□ 長手方向に切断する場合、反りやねじれが発生します。出来るだけ真物で施工してください。

[事前確認]
● 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。

●  標準目地幅は5㎜です。製品の特性上、施工時の表面温度に対して+30℃で2.5㎜伸びます。

また表面温度が－30℃下がると2.5㎜縮みますので施工時に調整してください。

● 根太材同士の接合部分は、10㎜以上の隙間をあけてください。

[その他注意事項]
●  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。

●  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。

●  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。

[ 使用上の注意 ]
●  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、大変危険です。

●  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。

施工のポイント

1. 施工後に雨水が溜まらないように傾斜をつけてください。
2. 施工場所の通気性を良くしてください
3. 各デッキ材の中央付近を片側グリップで１カ所固定し伸縮をコントロールしてください。
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[ アド・リサイクル・ウッドデッキ™22シリーズ施工例 ]

[ 補足 1]
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。

[ 補足 2]
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。

[ 補足 3]
水がたまりそうな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。

[ 補足 4]
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。

長手方向 短手方向

根太のピッチ：無垢タイプ：A ＝ 500mm以下
中空タイプ：A ＝ 400mm以下

A A A A A

＝

＝

根太

デッキ材

片側
グリップ

共通端部
固定金物

共通ジョイント 片側グリップ

ツメの向き

5mm

片側グリップ

デッキ材

ツメ

片側グリップはツメ側をデッキ材に向け、両側から固定してください。

！

！

注意ポイント

▼カット共通取付ビス

専用ビス

幕板

（断面）（デッキ材裏面）

アド・リサイクル・ウッドデッキ™ 22 シリーズの施工方法
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注意点
● 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。
● 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。

※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。

［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。

［施工後の安全のために］
◇素足での歩行は避けてください。

［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。

マラサンドゥーバ

20×105㎜

約430㎜

［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。

［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。

［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。

施工について

● 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。　

ウッドデッキの施工方法

ウッドデッキの施工方法363



[ 施工方法 ]

スーパークッションターフの施工方法

注意事項

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

・ 推奨ウレタン系接着剤
ウレタンアドボン
（AB-500U）

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

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

[ 施工前の確認 ]

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

上写真のように凹凸の部分にはめるだけ。ジョイント金具などは必要ありません。

完成写真

スーパークッションターフの施工方法
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下地材
下地材

目地

3mm
以上

2mm

3mm

施工の注意点

施工手順

■下地

■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。

■目地

●目地施工（シーリング）

■割付け

●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。

1 プライマー処理を行います。

●アド・下地プライマーA（KBA105144）を塗布してください。

4 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。

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。

2 割り付けを行います。

●下地材目地と仕上げ材目地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。

3 カット・加工を行います。

●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。

[線状で塗布]

[点状で塗布]

●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。

[穴あけ]

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。

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。

[切り欠き]

注意

150mm以下 20mm

150mm以下 20mm 150mmより
大きい

15
0m
m
以
下

接着剤

クラック

6R

接着剤

6R

［接着剤：AB-8000E］

［接着剤：KBA-RE578］

コンクリエイトの施工方法

コンクリエイトの施工方法
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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。

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。

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。

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。

！

！

！

！

！

！

！

■特長・機能マーク表示について 

強化UV塗装
フローリングの表面UV塗装で、アルミナ入りの強化UV塗装を施し
ている商品です。

遮音
フローリングで遮音性能のある商品です。

マット調
表面仕上げが、ツヤをおさえたマット調の商品です。

床暖房
床暖房対応の床材として、使用可能です。

厚み寸法
厚みを分かりやすく表示しました。

単板
複合フローリングの表面に貼り合わせた天然銘木の薄い板を単板と
いい、その厚さを分かりやすく表示しました。

エイジング仕上げ
フローリングの表面加工で、古木の風合いを施している商品です。

■マーク表示について■フローリングのご選定と施工・ご使用の際の
　ご注意
 • 天然素材のため、色調・模様などにバラつきがあり、カタログ掲載
写真とは微妙に異なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品
が全く同じ商品であることは保証しかねますので、予めご了承くだ
さい。

 • 商品毎に使用用途・場所を各商品ページに掲載しております。安全
に商品をお使いいただくために、必ずお守りください。

グリーン購入法適合商品
グリーン購入法の判断基準に適合している商品です。

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド発散性能レベルが、改正建築基準法によって
使用面積制限を受けない最高等級F☆☆☆☆レベルの商品です。

厚さ00㎜

カタログをご利用の前に（フローリング）

※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。

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。

●  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。

フローリング押す

！

！

認定区分：国土交通大臣認定

F☆☆☆☆

単板0.0㎜

床暖房対応

マット調

MAT

アルミナ入り
強化UV塗装

UV

エイジング
仕上げ

遮 音

グリーン
購 入 法
適合商品

カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。
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カタログをご利用の前に（クイックフロア）

■ご選定と施工・ご使用の際のご注意

● 製品上、角が傷や欠けやすいため。搬入時、施工する際は取り扱いに十分ご注意ください。

●施工する際は施工マニュアルを確認の上、施工してください。

●下地へのノリ、釘は不要です。

● 施工前に下地にたわみや床鳴りがないか確認をしてください。下地が悪い場合床鳴りやサネが割れるなどの原因になります。

● 施工前に下地の不陸を確認し床貼り工事に問題がある場合には事前に手直ししてください。

●商品は 48 時間以内に納品し施工に適正な温度に馴染ませてください。

● 本製品は伸縮する商品です。施工上の注意事項や施工マニュアルを確認の上ご使用ください。施工は置敷き工法にて施工して
ください。

● 伸縮時にフロアが動けるようにノリや釘を使用しての施工はしないでください。

●貼り方はウマ貼りかランダム貼り（300㎜以上）で施工してください。

●施工前に下地の清掃をよくしてから施工してください。

● クイックフロアは温度や湿度により伸縮します。施工場所のすべての方向に十分なクリアランス（調整幅）が必要になります。
クリアランス（調整幅）の目安は 1m につき 1～1.5㎜です。

● クリアランス（調整幅）が適正幅未満の場合、フロアの突き上げや床鳴りしますので適正なクリアランスを確保してください。

● 梱包開封時にサネの部分に木くずやゴミなどが付着したまま無理やり施工すると目違いの原因になり表面が欠ける場合がありますの
で、汚れを除去してから施工してください。

● 施工の際、サネ部分に隙間がないようにしっかり確認しながら施工を行ってください。

● 最大スパンは長さ 8 ｍ x 幅 8 ｍです。最大スパンを超える場合は途中に T 型の見切り材を入れて伸縮に対応できるようにしてく
ださい。

● 棚や家具などの重量物がある場合は、重量物の際（きわ）で L 型見切を使用しクリアランス（調整幅）を確保してください。

● ビスをフロアに固定する場合、クリアランス（調整幅）が同様に必要です。クリアランスが確保できるように下穴をフロアにあけ
てからビスで固定してください。

● 直接ビスでパネルを固定しようとすると、クリアランスが無いため突き上げ、床鳴りがする原因になるため十分ご注意ください。

● 床暖房に使用の際は床暖房の下地に必ず 12㎜以上の捨て貼り合板を敷いてください。

● 床暖房の上で長時間座ったり、寝ころぶ場合は低温やけどの恐れがありますのでご注意ください。

● パネルの切断面は防水処理がされていません。水分が多い場所には防水シーラーを施してください。水やジュースなどの食べこぼし
の際は放置せず速やかにタオルやモップなどで拭き取ってください。

● 表面は硬く傷つきにくいですが、カッターや鋭利なものを落とした場合は表面に傷がつく場合があります。

■メンテナンスについて

●  通常のお手入れは固く絞った雑巾やモップで清掃をしてください。

●施工後のワックスは不要です。

●清掃の際、直接床に水をまかないでください。

カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。

カタログをご利用の前に 368



屋内床
ビル、住宅等の水濡れがない室内床部。（エントランス床・ホール床・
室内トイレ床・室内店舗床等、土足やスリッパ等で歩く場所で雨水な
どの水濡れのない床部。）

グリーン
購 入 法
適合商品

グリーン購入法適合商品
グリーン購入法の判断基準に適合している商品です。

Green Label Plus
米国カーペット・ラグ協会による認証プログラム「Green 
Label Plus」を取得している商品です。

重歩行
歩行量の多い店舗などの 1F フロア等に施工できる商品です。ただ
し、駅などのコンコースや百貨店のエントランスホール等、超重歩
行床への施工はお避けください。

重 歩 行

■使用上のご注意
● タイルカーペットの剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補修してく
ださい。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転
ぶ可能性があります。
● ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、
タイルカーペットが汚染され変褪色をまねく恐れがあります。
● 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やバッキング部
分の損傷の原因となります。
● 長時間直射日光が当たる場所では、パイルが変褪色する可能性があります。カー
テン、ブラインドなどで日よけしてください。
● 素材には固有の臭いがあります。特に新しく施工した際は、臭いが発生しやす
いので換気を心掛けてください。
●パイルがほつれた場合、ほつれの伝染を防ぐためにもすぐにハサミでカットし
てください。
●巻き癖が残っている場合がありますが、時間の経過とともに解消します。

● 結露水はパイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに
換気をするなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
● ゴム製品や家具などの保護用ゴム材、塗料、防腐剤、殺虫剤、消臭剤などによっ
て、タイルカーペットが汚染され変退色をまねく恐れがあります。
● 湿気が低いと静電気が発生しやすくなります。加湿器を使用するなど、湿度調

整を行ってください。

■メンテナンスについて
● 汚れに応じて水または温水で湿らせたタオル等で汚れ部分をたたくようにして
汚れを取り除いてください。こすらないようにご注意ください。それでも落ち
ない場合は、カーペット用の中性洗剤をご使用の上、たたくように拭き取って
ください。その後で洗剤を残さぬよう、かたく絞ったタオルで水拭きしてくだ
さい。塩素系の溶剤はパイルが変褐色する恐れがあるので、ご使用を避けてく
ださい。尚、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
● 汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。時間が経過するほど、除
去しにくくなります。
●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。

■マーク表示について

カタログをご利用の前に（タイルカーペット）

■選択・施工上のご注意
● 歩行マークは歩行頻度に関する耐久性の目安です。用途に応じたカーペットを
お選びください。なお、ピンヒールシューズはカーペットにより負荷をあたえ
ますので、商品の選択には、十分ご注意ください。
●濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
● カーペット（特にタフテッドカーペット）は巾方向に若干の蛇行が見られます。
織り構造の商品の持つ製法上の特性としてご理解ください。
● 下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてください。施工後
に剥がれや臭気が発生する恐れがあります。
●写真見本と製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
● 柄物（ストライプ含む）の商品を流し貼りにする場合、それぞれ柄の出方が異
なりますので柄は合いません。
● 梱包ケ一スに記載されている品名・色番・ロット・数量をこ確認の上、施工を
開始してださい。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
● 施工後しばらくは色ムラに見えることがあります。これはパイルの倒れ具合に
よるものであり、徐々に解消されます。
● 下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してくださ
い。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、臭気などを招く
場合があります。
● コンクリート系の下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分（水分率8%
以上）があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が加水分解し、異臭（アルコー
ル系）が発生する場合があります。施工前に必ず水分率を確認し、水分率が高
い場合は充分乾燥させてください。
● 目地にパイルを挟まないようにこ注意ください。目地隙や段差の原因となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれがあります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、商品ごとの推奨施工方法をご参照ください。
● 推奨施工方法以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合があります。
施工前に必ずこ確認ください。
●  流し貼りで、柄の並びや目地の仕上がりに違和感がある場合は部分的に差替
えてください。

● オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響をうけ
やすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
●素材固有の臭いがあります。特に施工直後は換気を心掛けてください。
● タイルカーペットは繊維と塩ビの商品です。急激な温度変化は目地隙、突き上
げの原因となりますので、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激
な環境変化のないようにしてください。
● 商品に反りやヨジレがある場合、裏面にヒートガンで軽く温風をあてて平らに
してから施工してください。

■保管上のご注意
● 運搬途中では折らないでください。折れジワが残ったり、施工後の「伸び」の
原因となる可能性があります。
● 梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや
長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れを避け

てください。変形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

■運搬・保管上のご注意
● 製品は梱包をとかずに、平坦な場所に保管し、積載目安は60～70cmまでを
限度とします。
積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水漏
れは避けてください。変形・変退色・変質の原因となります。

カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。

60～
70㎝以下

タイルが変形します。 タイルが変形します。

O A 対 応

エコフレンドリー
複層ビニル床タイル表面の透明なトップフィルム層の厚さを表示し
ました。

エコ
フレンドリー

二重床のOAフロアに使用
可能。

軽量のハッチング素材の
ため、施工性に優れてい
ます。

「ベース」、「柄が少ない」、
「柄が多い」の３タイプを
混ぜ合わせてデザインする
ことができます。

ナイロン糸にフッ素コーティ
ング加工が施されて、汚れ
を弾く効果があります。

防炎性能試験を合格した
商品になります。

汚れが付着しにくい特別
なナイロン糸を使用。
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トップフィルム
複層ビニル床タイル表面の透明なトップフィルム層の厚さを表示し
ました。

エコフレンドリー
複層ビニル床タイル表面の透明なトップフィルム層の厚さを表示し
ました。

■ビニル床材のご選定と施工・ご使用の際の
　ご注意
 • 天然素材をプリントした複層ビニル床タイルは、その質感を再現
するため、色・柄に微妙な変化をつけています。自然な感じを出す
ため、施工前に数ケースを混ぜ合わせて、仮並べしてから施工して
ください。

 • 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の
換気に心がけてください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に
吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

 • 施工後、残材等を廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理
業者に処分を委託してください。梱包ケース、包装紙、紙管などを
焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル
系床材を燃やすと有害ガスが発生します。

 • 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。

 • 清掃時には、必要以上に余分な水を使用しないでください。

■マーク表示について

 • 溶剤や薬剤をこぼした時は、床材が軟化あるいは変色することが
ありますのですぐ拭き取ってください。

 • 重い什器などを引きずることは、床材の傷つき、剥離欠損の原因
となりやすいので避けてください。

 • しみやタバコの焼け焦げ跡の処置、床材の剥がれや割れの補修
はできるだけ早く行ってください。

 • 直射日光のあたる場所では、床材が変色、退色することがありま
すので、ブラインドやカーテンなどの取付けをおすすめします。

 • 複層ビニル床タイル及び、コンポジションビニル床タイル、単層
ビニル床シート、高密度発砲ビニル床シートは、室温になじま
せてから施工してください。室温と床タイルに温度差があると、
施工直後だけでなく、後日、目地隙き、突き上げなどをおこす可能
性があります。

 • 商品に反りやヨジレがある場合、裏面にヒートガンで軽く温風
をあてて平らにしてから施工してください。

■メンテナンス 

屋内床
ビル、住宅等の水濡れがない室内床部。（エントランス床・ホール床・
室内トイレ床・室内店舗床等、土足やスリッパ等で歩く場所で雨水な
どの水濡れのない床部。）

屋内壁
ビル、住宅等の屋内壁部。（エントランス壁・ホール壁・トイレ壁・
店舗壁等、使用高さが比較的低い壁部。天井部は別途ご相談ください。）

グリーン
購 入 法
適合商品

グリーン購入法適合商品
グリーン購入法の判断基準に適合している商品です。

外壁
ビル、住宅等の屋内壁部。（エントランス壁・ホール壁・トイレ壁・
店舗壁等、使用高さが比較的低い壁部）
※工法については各現場毎に打合せが必要です。

重歩行
歩行量の多い店舗などの 1F フロア等に施工できる商品です。ただ
し、駅などのコンコースや百貨店のエントランスホール等、超重歩
行床への施工はお避けください。

優れた衝撃吸収性
転倒時の衝撃を吸収し、ねばりあるクッション性が特長です。

厚み寸法
厚みを分かりやすく表示しました。

土足歩行
一般的な平らなスニカーや革靴で歩行可能です。ただし、尖るよう
なスパイクシューズなどの使用する場所では施工をお避けください。

トップフィルム

0.7㎜

重 歩 行

厚さ00㎜

土 足 歩 行

衝撃吸収

プリント塩ビタイル試験結果

●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。

●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。

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

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

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

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

［床材を長持ちさせるために］

〈試験方法〉
適用規格：JIS A 5705（ビニル系床材）
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

耐摩耗性試験

1 2 3 平均

摩耗質量（㎎）
500回転 39 52 41 44

1000回転 78 94 79 83

試験項目 試験片番号

カタログをご利用の前に（ボロン・ビニル床材） カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。

■保管上のご注意
● 運搬途中では折らないでください。折れジワが残ったり、施工後の「伸び」の
原因となる可能性があります。
● 梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管してください。積み過ぎや
長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水などによる水濡れを避け
てください。変形・変色・変質・汚染の原因となります。

■モース硬度について
● スリ傷強度  はモース硬度による
表面硬度より定義します。表面硬度が
高いタイルほど引っ掻き傷、切り傷と
いったダメージを受けにくいです。

カタログをご利用の前に

スリ傷強度（モース硬度）
数値が高いものほど表面に傷がつきにくくなっています。（下表参照）

モース硬度

6

モース硬度表

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

滑石
チョーク
方解石
ほたる石
燐灰石

長石
クォーツ
トパーズ
鋼玉
ダイヤモンド

エコ
フレンドリー
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笑顔があふれ、心が躍る
美しい空間づくりをお手伝いすること。

アドヴァングループの願いは、

トータルコーディネート
 一括発注で煩わしい手間がカンタンに

業界最大級のショールームで 本物を実感

選りすぐりのオリジナル商品 20,000点
1965年の創業以降、世界中を駆け巡り、優れた商品を探してきました。

現在の取引先は、海外のトップメーカー 350社。

お客様の用途や予算に応じて多種多様な商品をご用意しています。納入先は、店舗・
商業施設、駅・空港といった公共施設、ホテル、客船、スーパー、コンビニエンスストア、
マンションや住宅まで多岐にわたります。

単に商品を仕入れるだけでなく、
共同開発で商品をさらに進化させ、
オリジナル商品として日本のお客様に提案しています。

これらの企業とは長年の取引実績と堅い信頼関係にもとづく強固なパートナーシップで結ば
れています。これに加えて、常に世界各地で最新情報の収集に励み、毎年新たなパートナー
企業が誕生しています。

タイルや石材をはじめとする床材・壁材・洗面セット・シャワー・屋外用の床材・キッチン・
暖炉・ガレージドアからオフィス・店舗用の床材まで…何でも揃うから、トータルコーディ
ネートで空間デザインも思いのままです。
一括発注で、見積り・発注・荷受人手配といった煩わしい手間がカンタンになります。

それぞれ3,000m2以上と業界最大級、
20,000品目もの商品や施工例をご覧頂けます。
本物の質感を見て、さわって実際に体感して頂けます。
施工後のトラブルを避けるためにもショールームで現物をご確認ください！

営業拠点7か所のうち、東京・大阪・名古屋・福岡・沖縄の5か所は自社ショールームを併設。
なかでも、東京・原宿と大阪・本町のショールームは

ショールーム付設のセミナールームもご利用頂けます！
事業主様を交えてのプレゼンテーション、商談、貴社営業スタッフや設計スタッフの
勉強会などにご利用ください。（東京・大阪のみ。無料。前もって弊社営業担当者まで
お申し付けください。）
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会社紹介

直接仕入、直接販売、自社物流網で大幅コストダウン
お求めやすい価格を実現しています。

自社加工場にて最新機械で正確に加工

東京本社・ショールーム

沖縄支店・ショールーム

仙台営業所

札幌営業所

流通センター
岩井流通センター
（茨城県坂東市）

支店・ショールーム

広島営業所

大阪支店・ショールーム

名古屋支店・ショールーム

福岡支店・ショールーム

名阪流通センター
（三重県伊賀市）

九州流通センター
（福岡県朝倉郡）

商品はすべて海外のパートナー企業から直接仕入れ、国内で直接販売しています。代理店や特約店は設けていないから、スピーディーな
対応が可能となっています。
世界各国の港から出荷された商品は、茨城、三重、福岡の国内 3か所の流通センターに直接運ばれ、保管されます。
アドヴァングループは設立以来、物流システムには多額の設備投資を行ってきました。
商品は入庫時検品し、品質管理を徹底されているので安心

商品は、商品特性に合うよう設計された専用倉庫にそれぞれ保管することで、品質管理を徹底。
物流倉庫はすべて自社保有だから、徹底したコストダウンが可能となっています。

最短でご注文当日の出荷、翌日の納品を実現
本社とオンラインネットワークで結ばれた受発注システムにより、全国のお客様に最短でご注文当日での出荷を行っています。
ご希望納品先が流通センターに近ければ、ご注文翌日に納品することが可能です。
そして国内 3か所に流通センターを分散させることで、災害時にもお客様へのスムーズな商品供給が可能となっています。
地震の多い日本だからこそ、このような備えが、お客様の安心につながっています。

茨城県坂東市にある自社加工工場（岩井加工工場）で、キッチンカウンター・框・巾木などの加工をお客様のご要望に応じてスピーディー
に対応しています。
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流通センター別在庫表記について

●名阪流通センター配送エリアのお客様へ

お客様がカタログを見て、お近くの弊社流通センターにお求めの商品の在庫があることをパッと分かれば、便利に
違いない！と考えました。なぜなら、その商品は短い納期で運賃負担も軽くお求め頂けるからです。
岩井流通センター、名阪流通センター、九州流通センターの３か所で在庫を保管していますが、全ての流通センター
に全ての商品が保管されているわけではありません。よりお求めやすい価格で商品をお届けするためには、適正
な在庫回転率を確保する必要があるからです。
※従来よりお客様にご負担いただく運賃は、ご注文頂いた商品が保管されている弊社流通センターからご希望納品先までの距離と重量により算出されています。

ご注文頂いた商品の在庫が岩井流通センターにしか保管していない場合、通常であれば岩井流通センターからご希望
納品先までの運賃をお客様にご負担いただいております。この定期便サービスは、お客様の運賃負担を軽くするため
に、岩井流通センターから名阪流通センターまでの運賃を弊社が負担させていただくサービスです。
名阪流通センターからご希望納品先までの運賃のみお客様のご負担となります。
なお、定期便サービスをご利用いただく場合は、ご希望納品日の 2週間前までにご注文ください。
詳しくは受注センターまでお問い合わせください。
受注センター　TEL：0297-30-2711　（平日 9：00 ～ 18：00）　

流通センター別配送エリア地図

北海道
東北
関東
中部地方の一部

岩井流通センター配送エリア

名阪流通センター配送エリア

九州流通センター配送エリア

中部地方の一部
近畿
四国
中国（山口県を除く）

山口県
九州
沖縄地方

岩井流通センター

名阪流通センター九州流通センター

運賃
アドヴァングループ負担

運賃
お客様負担

岩井流通
センター

（茨城県坂東市）

名阪流通
センター

（三重県伊賀市）

ご希望
納品先

定期便サービスのご利用について

防滑性

印の付いた掲載商品は、対象流通センター
で常に在庫を保管しております。ご希望
商品の在庫がご希望納品先の担当流通
センターにある場合、短納期で運賃負担
も軽くお求め頂けます。

※尚、受注状況により、一時的に品切れが生じることが
　ございます。予め、在庫と納期を弊社にご確認ください。

3  MD-0463A （グリップ）  
設計価格 ￥9,700/m²

グレー

岩 名

岩 名
岩井流通センターと
名阪流通センターに
常に在庫があることを示します。
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お願いとご注意 カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。

の破損、瑕疵、品違いのご連絡については、対応できかねますので予め
ご了承願います。

お客様のご都合により国内または海外航空便を使用した場合、航空運賃
を別途実費請求させていただきます。

運送会社・海運会社の都合、天候不順、交通事情その他の事情により、
商品の到着、発送スケジュールは変更となる場合があります。
降雪、地震、暴風、戦争、火災、船会社の倒産等により商品の配送が
遅れたとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたる
かについては、その該当事項の発生内容により判断されます。

商品の梱包材や段ボール・パレットなどの廃材はお客様の方での処分を
お願いいたします。パレットは、岩井物流センターへご持参いただいた
場合は、お引き取りいたします。

■施工・使用上のご注意
床材につきましては、仕上がりにご満足いただくために必ず仮並べを
してから施工してください。

各商品毎に記載の施工方法等の注意書きをよくお読みの上、事故の未然
防止のためにも正しい施工方法をお守りください。

弊社は、お客様又は第三者 ( 当社がお客様から施工を請負い、第三者へ
施工を再委託した場合を除く ) が行った施工により商品に暇疵が生じた
場合は、その責任を負いません。

弊社は、商品の施工方法 ( 以下「施工方法」) をウェブサイト・カタログ
等で公開し、又はお客様若しくは施工業者へ開示する場合がありますが、
これは施工方法に従えば商品の施工において何ら問題が生じないことを
保証するものではありません。

■返品
「届いた商品がイメージと違う」「注文する商品または数量を間違えた」
「使用する商品が変更になった」など、お客様都合での返品や交換および
返送はお受けいたしかねます。また、各商品特有の色幅や基準範囲内で
のサイズ寸法の誤差、ロット違いの色・サイズの差による返品・交換も
お受けいたしかねます。ご注文前にショールームまたはカットサンプル
での現物確認をお願いいたします。

お買い上げ頂いた商品に引渡しの時点で傷・破損・汚損・故障等の
不良（以下「不良」 ）がある場合を除き、弊社は返品・交換を受け付け
いたしません。

商品の不良を理由とする返品・交換をご希望のお客様は、予め弊社まで
ご連絡頂きますようお願いいたします。ご連絡のあった後、弊社は前項
及び次の条件を全て満たす場合に限り、返品・交換を承ります。

1. 商品の受取当日含め 3日以内に、お客様からの返品・交換のご連絡が
あったこと

2. 弊社が写真、現物確認等により商品の状況を確認可能なこと

3. 弊社が商品の状況を確認後、不良があると判断したこと

本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断り
いたします。

■価格について
 • 表示価格は設計価格になります。

 • 設計価格は2022年 6月1日現在のものです。

 • 設計価格には、施工費、加工費、取付費、搬入費および運賃は
含まれておりません。運賃は別途請求となります。

 • 設計価格には、消費税は含まれておりません。消費税は別途加算と
なります。

 • 商品により仕様や価格など予告なく変更する場合があります。そ
のため最新の情報は当社ウェブサイトでご確認いただくか、当社
営業所までお問い合わせください。

■商品ご選定の際は
カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なることが
ございます。
ご注文前に、カットサンプルをお取り寄せの上ご確認ください。または、
お近くのショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めい
たします。カットサンプルはホームページからご請求いただくか、弊社
担当者までお問い合わせください。（一部有償）

石材、フローリング、ウッドデッキ等の天然素材の商品は、ロットごと
に色調、模様などにばらつきがあり、カタログ掲載商品とは微妙に異
なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであること
は保証しかねますので、予めご了承ください。

商品によって、その特長・機能は異なります。分かりやすいようマーク等
を表示しておりますので、商品選定の際にはご参考ください。安全にお使
いいただくために、商品説明をよく読み、用途にあった適切な商品をお選
びください。また、アドヴァングループは適材適所の商品をご提案したい
と考えております。ご不明点等がございましたら、何なりと営業担当者ま
でお問い合わせください。

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文
とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されること
がございますのでご了承ください。

商品によっては、カタログ掲載以外の特注サイズ・加工もご注文いただ
けます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。

受注生産品については納期・最少受注単位にご注意ください。

ご注文を受けてから海外から輸入する商品です。ご注文の際は納期、
数量などご確認ください。

カタログ掲載商品は一部を除き、常時在庫を原則としておりますが、大
量注文や諸事情により一時的に品切れを生じることがあります。ご検討
の際は、必ず弊社まで在庫と納期をご確認のうえ、早めのご注文をお願
いいたします。

各種事情により、予告なしにサイズなどの仕様変更および製造中止によ
る品切れ等がある場合もございますので、予め弊社営業担当者にご確認
ください。

建築基準法・消防法などの法令によって、使用方法ならびに使用場所に
制限があります。ご注文前に各法令法規をご確認ください。

■配送について
お届けは原則として車上渡しとなります。物件内への搬入は行いません
のでご了承ください。必ず荷受人様の手配をお願いいたします。

商品が施工・設置場所まで搬入できるか、ご注文前に搬入経路をご確認
ください。
商品到着時に、間違いがないか必ず商品のご確認をお願いします。万一破
損していた場合は商品受取当日中に配送係の者に申し出ていただくか、
商品受取当日含め3日以内に弊社へのご連絡をお願いいたします。瑕疵・
商品違いについては商品受取当日含め 3 日以内に弊社までご連絡くだ
さい。状況に応じて適切な対応をさせていただきます。上記期日以降
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Showroom Information

■東京ショールーム
〒 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～ 18：00
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

■大阪ショールーム
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL 06(6245)0573   FAX 06(6245)0976

 営業時間 月－土
日・祝日

10：00～ 18：00
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 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

ショールーム案内

TOKYO
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表紙　：タイルカーペット/ ライケン Ｐ.107
裏表紙：ボロン / ミッソーニ ホーム Ｐ.147

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム ■その他営業所
〒 812-0025
福岡市博多区店屋町 6-18
ランダムスクウェア 1階
TEL 092(291)1011　FAX 092(291)0240

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 無 お近くのパーキングを
ご利用ください

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

■札幌営業所
〒 060-0042　札幌市中央区大通西 10丁目 4-133

南大通ビル新館 8階
TEL：011(231)3281 ㈹　FAX：011(208)5561

■仙台営業所
〒 980-0822　仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3階
TEL：022(211)5560 ㈹　FAX：022(211)5561

■広島営業所
〒 730-0037　広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5階
TEL：082(246)3344 ㈹　FAX：082(246)3417

TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728

 営業時間 月－土 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

※ショールームの詳しい営業日は
　HPをご覧ください

インターネットで簡単に注文！

FUKUOKA OKINAWA

ショールーム案内

OSAKA

NAGOYA
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