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環境配慮・⾼意匠を従来価格で実現する床材のニュースタンダード

全点環境配慮商品 カーペットタイル⾒本帳 NT シリーズ
「NT 700 ／ NT double eco ／ NT 350」を 11/４に発刊
株式会社サンゲツ（本社︓愛知県名古屋市、代表取締役 社⻑執⾏役員︓安⽥正介）は、“未来に届くもの
だから今を⼤事につくりたい” をコンセプトとした、カーペットタイルの新作⾒本帳「2021-2023 NT 700」、
「2021-2023 NT double eco」、「2021-2023 NT 350」を 11 ⽉４⽇（⽊）に発刊します。いずれも⾼い
意匠性とお求めやすい価格帯を兼ね備えながら、全点が環境配慮型であり、CO₂排出量の削減に貢献する商
品を収録した⾒本帳です。カーペットタイルのニュースタンダードとして、環境負荷軽減を⽬指すオフィス
や商業施設などの各種施設に使⽤できる、全 53 柄 378 点のラインアップです。
当社は、床材のニュースタンダード NT シリーズを通じて、
「脱炭素社会」
「循環型社会」
「⻑寿命化」を
叶えるロングライフデザインを実現します。

NT 700 ⾒本帳外観

オフィス施⼯例︓NT-70001・70003・70102、OT-5010

NT シリーズは、従来は全ての商品を⼀冊にまとめた総合カタログ形式でしたが、今回から商品選定のしやすさを⽬
的として、素材や環境性能、価格ごとに分類した単冊型へと変更し、「NT 700」「NT double eco」「NT 350」の 3 冊
に分冊しました。
「NT 700」は、防汚性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れた原着ナイロン商品を 7,400 円〜 7,600 円 / ㎡の価格帯
で収録し、商品点数を 144 点から 234 点に⼤幅拡充。トレンドを取り⼊れたデザインを充実させ、意匠性に優れたラ
インアップです。
「NT double eco」は、表⾯のパイルと裏⾯のバッキング材をどちらもリサイクル素材で構成、CO₂排
出量を当社従来品と⽐べ約 61 ％削減した商品を掲載。パイルにはカーペットの廃材や漁網をリサイクルした⽷「エコ
ニール (R)」を使⽤しています。
「NT 350」は、原着ポリプロピレン商品を収録し、全点リサイクルパウダー⼊り PVC バッ
キングを新たに採⽤しています。
当社は、環境に配慮した NT シリーズを通じて、⻑期ビジョンに掲げるサステイナブルな社会の実現に貢献します。

「 NT シリーズ 」の特⻑
1. サステイナブルな社会の実現に貢献する⾃社基準「エコグレード」を策定
2. 環境配慮・⾼意匠を従来価格で実現する「NT 700」を⼤幅拡充
3. 漁網やカーペット廃材などをリサイクルした 100% リサイクル⽷「エコニール (R)」を採⽤した
「NT double eco」を新発売

1. サステイナブルな社会の実現に貢献する⾃社基準「エコグレード」を策定
「NT 700」と「NT double eco」の⾒本帳では、
商品選定における環境性能の基準を明確にするため、
新たに⾃社基準「エコグレー
ド」を策定しました。CO₂削減率、再⽣材使⽤率、⻑寿命性の３つの軸で判断基準を設け、リサイクル素材の使⽤率や染⾊⼯程・
製造⼯程における環境負荷を検証し、5 つのグレードで区別します。グレードの等級が⼤きくなるほど、環境負荷が低いこと
を表しています。また、新たに第三者認証である環境ラベル「エコリーフ」を取得しました。
「エコリーフ」では LCA（ライ
フサイクルアセスメント）⼿法を⽤いて、製品のライフサイクル全体における環境負荷情報を企業が⾃ら定量的に開⽰する
ことが求められています。商品の環境負荷を客観的に⽰すことで、市場に対してより信頼度の⾼い提案を⾏います。
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＊エコグレード「基準・1」は当社従来品にて算出しています。
＊エコグレード「２・3・4・５」は代表商品にて算出しています。
＊エコグレードは代表商品の算出結果をもとに、各商品に記載しています。
＊エコグレード「基準・3・4・5」の代表商品はエコリーフ環境ラベルプログラムに基づいて算出しています。
＊エコグレード「1・2」はエコリーフ環境ラベルプログラムを参考に算出しています。
＊エコグレード「4」の⼀部商品は、リサイクルパウダー⼊り PVC＋リサイクル原着ナイロン品が含まれます。
＊エコグレード「5」の⼀部商品は、リサイクル原着ナイロン⽷と原着ナイロン⽷を混合で使⽤しています。
＊PVC バッキング商品は、随時、リサイクルパウダー⼊り PVC バッキング商品へ切り替えていきます。
＊上記数値は計算値であり、保証値ではありません。

環境ラベル「エコリーフ」
⼀般社団法⼈サステナブル経営推進機構が運⽤、管理する環境ラベル。LCA（ライフサイクルアセ
スメント）⼿法を⽤いて、資源採取・製造から廃棄・リサイクルまでの製品のライフサイクル全体
を考えた環境情報を企業が⾃ら定量的に開⽰する、⽇本⽣まれの環境ラベルです。国際標準規格に
準拠しており、ISO が定めるタイプ III 環境ラベル（ISO14025）に従っています。
・エコリーフ環境ラベルプログラム
・対象製品⼀覧

https://ecoleaf-label.jp/

https://ecoleaf-label.jp/declaration_list

2. 環境配慮・⾼意匠を従来価格で実現する「NT 700」を⼤幅拡充
「NT 700」は、環境配慮・⾼意匠を従来価格で実現した⾒本帳です。全点環境配慮商品を掲載し、トレンドを取り⼊れた
意匠性の⾼い商品を拡充。空間に馴染みやすいグレーや茶系のベースカラーのバリエーションを充実させることで、コー
ディネートもしやすい⾊展開とし、商品点数は前回の 144 点から 234 点へ、90 点⼤幅拡充しています。意匠性と環境性
能を向上させながらも、価格は従来 NT 700 同等の 7,400 〜 7,600 円 / ㎡で展開する、充実したラインアップです。

シャドウエッセンス︓NT-70001・70003

デジタルスラッシュ︓NT-70503・70507

陰が持つ本質的な美しさを表現したベーシックなラインアップ

デジタルドットを細かいドット柄で作成し、縦横にラインを⼊れることで
デザインモチーフの強弱が合わさった新鮮な表現

ウッディプランク︓NT-70202・70204・70206

シフォンプレーン︓NT-70801・70802・70803

⽊⽬の持つ⾃然な表情を柔らかな⾊⽬のグラデーションと繊細な凹凸で

柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、ぬくもりを表現し

表現したプランクタイル

たデザイン

「カーペットタイル」 特設サイト（11 ⽉ 4 ⽇より公開）
https://www.sangetsu.co.jp/newproduct/nt21/

3. 漁網やカーペット廃材などをリサイクルした 100% リサイクル⽷「エコニール (R)」を採⽤した
「NT double eco」を新発売
表⾯のパイルと裏⾯のバッキングの両⽅にリサイクル材を使⽤した「NT double eco」を新発売。「NT double eco」のパ
イルには漁網やカーペット廃材などをリサイクルした 100% リサイクル⽷「エコニール (R)」を、バッキング材には使⽤
済カーペットタイルの廃材を再利⽤した「リサイクルバッキング」を採⽤しています。パイルもバッキングもダブルでエ
コ素材を使⽤することで、CO₂排出量を最⼤約 61%（当社従来品⽐※）削減することができます。
「NT double eco」は、
CO₂排出量の削減に加え、海洋プラスチック汚染の軽減にも貢献する、新しい環境配慮型カーペットタイルです。
※当社後染従来品との⽐較による

【 100％リサイクル⽷「エコニール (R)」】

【 リサイクルバッキングの循環システム 】

使⽤済みの
カーペットタイルを回収

リサイクルバッキングシートを
使⽤したカーペットタイルの完成

廃カーペットタイル由来原料を使⽤した
リサイクルバッキングシートを製造

※リサイクルバッキングは⼀部の商品に限ります

・関連リリース︓「NT double eco」を 11 ⽉４⽇（⽊）に新発売
http://sangetsu.co.jp/information/detail/20211014130657.html

カーペットタイル⾒本帳

2021-2023 NT シリーズ

発刊⽇︓2021 年 11 ⽉４⽇（⽊）
総点数︓53 柄 378 点

「NT 700」

「NT double eco」

「NT 350」

収録点数︓34 柄 234 点

収録点数︓10 柄 73 点

収録点数︓15 柄 116 点

素材︓原着ナイロン

素材︓原着／ BCF ナイロン

素材︓原着ポリプロピレン

※⼀部「NT double eco」商品も収録

同⾒本帳は、設計事務所や建設会社、⼯務店、リフォーム⼯事店などでご覧いただけるほか、サンゲツ WEB サイト内のオンラインカタロ
グ「デジタルカタログ」でも発刊と同時に公開いたします。
[ 本件に関する照会先 ]
株式会社サンゲツ
総務部 広報 IR 課
TEL︓052(564)3314 mail︓info@sangetsu.co.jp

