
ワックスフリー タイプ複層

ワックスフリーコーティング

複層

高機能複層シート

ナーシングフロア ナーシングフロアV メディウォーク ストロング ストロングEXSKフロア エスリューム・ウィーブ

エスリューム・ジャトバウッド エスリューム・ルーミー エスリューム・プレーン エスリューム・マーブル 抗ウイルスマーブル 消臭レストリューム

エスリューム・ミスト

ワックスメンテナンスを
不要にします

ワックスフリーコーティングが

（ワックス）メンテナンスコスト削減 環境負荷低減



ワックスをかけることなく、 美観を維持できる。

ワックスフリー
コーティング

ワックスフリー
コーティングで
汚れにくい複層床材

ワックスメンテナンスの頻度を減らし、
メンテナンス費用や手間、施設内の通
行止等の煩わしさを大幅に減らすこと
ができます。

ワックスフリーコーティングによる『高い防汚性能』

未使用状態

拭き取り前

一般品+ワックス 一般品

拭き取り後

ワックスフリー
コーティング品

大量の汚水が発生するワックス剥離作業が不要。環境負荷の高い廃液（汚水・剥離剤など）を最小限に抑制します。
2 『環境負荷の低減』

ワックスフリー

ワックスフリーコーティングによって汚れがつきにくく、 取れやすい。表面の拭き取りのみで汚れが除去できます。
さらに汚れが付きにくいエンボス形状を採用。

ワックスフリー
コーティング

抗菌防汚層

印刷層

基材
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■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠

※上記データは当社基準による評価です。

ワックスフリーコーティングの
説明動画はこちら

一般品 + ワックス 一般品ワックスフリー
コーティング品

※上記データは当社基準による評価です。

25回転

50回転

100回転

200回転

日 常
メンテナンス

初 期
メンテナンス

● 床材上の土砂が歩行で引きずられることで、床材にキズが入ります。 
出入り口へのフロアマットの設置により土砂の持ち込みと拡散を防ぎます。 マットはこまめに除塵、交換してください。

予防清掃毎日

● ダスタークロスや掃除機でチリや埃を除去した後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
● ヒールマークなどの落ちにくい汚れは、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。
● 状況に応じ自動床洗浄機などで洗浄を行ってください。
● 光沢や汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えてください。
● ワックスメンテナンスへの切り替え後は、一般的な長尺シートと同じメンテナンスとなります。

日常清掃毎日

使用前
●  引渡し前に付着した汚れを清掃、洗浄します。
※接着剤の完全硬化までは洗浄作業を行わないでください。

ワックスフリー長尺シートのメンテナンス
※ワックスフリー長尺シートもほかの床材と同様、初期メンテナンス・日常メンテナンスが重要です。

注意事項 床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やワックス、剥離剤、パッドをお選びください。
また、洗浄剤やワックス、剥離剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。
床材とワックスとの密着性は商品によって異なります。ワックスを選定する際は弊社営業担当者までお問い合わせください。

■ 耐摩耗性試験による防汚性比較

《試験方法》JIS K 7204テーバー式摩耗試験機を使用して独自の耐摩耗試験を実施。
試験後、円形試験片の上にカーボンを落とし、右側部分を拭き取り、摩耗部の防汚度合いを比較。

ワックスフリーコーティング品は、ワックス塗布品に
比べて高い耐摩耗性能があります。
※歩行量の特に多い部位や路面店舗など土砂の持ち込みが多い部位など、使用環境によって
　摩耗度合いは変化します。

● ワックスフリーコーティングには、摩耗による寿命があります。
● 日常メンテナンスは必ず行ってください。
● ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

ワックスメンテナンスコストを『削減』
ワックスフリーコーティングの寿命を通してワックスがけが不要となり、それに伴う時間と費用も不要に。
コストを削減できる商品です。

ワックスフリーコーティングには摩耗による寿命がありますが、ワックス塗布品よりも耐摩耗性に優れています。
また、ワックスフリーコーティングが摩耗した場合は、ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。

3
■ ワックスメンテナンスサイクル例

※上記は一例であり、使用環境により内容は異なってきます。

一般品

ワックスフリーコーティング

施工 6ヶ月 12ヶ月

剥 離

ワックス ワックス ワックス ワックス ワックス ワックス ワックス

ワックスがけ不要!

18ヶ月

※医療施設（2,000m2）の場合■ 年間ランニングコスト（実費）
一般長尺シート ワックスフリー

コーティング品

日常清掃 ＊1
月額
年間

90万円
1,080万円

定期清掃 ＊2
1回

0円
年間

剥離清掃 ＊3
1回 ー
年間

年間コスト合計

90万円
1,080万円

20万円
60万円

53万円

1,193万円 1,080万円
＊1：ダスタークロス・モップ（自動床洗浄機）による清掃（1日あたり1,000m2／人）
＊2：表面洗浄・ワックス2層塗布（3回／年）
＊3：ワックス剥離・ワックス2層塗布（1回／年）

年間113万円の削減ワックスフリーコーティング層の寿命について



ワックスフリーコーティング  LINEUP 発泡複層ビニル床シート HS

バリエーション（全8アイテム）

NU-20001 NU-20008

ナーシングフロア　医療・福祉施設向けの2.0mm厚発泡ビニル床シート。

■ 衝撃をソフトに吸収
発泡構造により転倒時の衝撃を和らげます。

NU-20001
標準価格（税別） 3,950円／㎡［7,190円／m］ 接着剤　

一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.0mm厚／182cm巾

ナーシングフロア

バリエーション（全37アイテム）

KU-20012 KU-20014

ナーシングフロアV　抗ウイルス・消臭機能付き2.0mm厚発泡ビニル床シート。

■ 衝撃をソフトに吸収
発泡構造により転倒時の衝撃を和らげます。

KU-20011
標準価格（税別） 4,100円／㎡［7,470円／m］ 接着剤　

一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.0mm厚／182cm巾

ナーシングフロアV

バリエーション（全37アイテム）

SK-20052 SK-20057

SKフロア　抗ウイルス・消臭機能付き2.8mm厚発泡ビニル床シート。

■ 衝撃をソフトに吸収
発泡構造により転倒時の衝撃を和らげます。

■ 抗ウイルス・消臭機能
ワックスフリーコーティングに練り込んだ成
分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果
を発揮します。

SK-20051
標準価格（税別） 5,300円／㎡［9,650円／m］ 接着剤　

一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.8mm厚／182cm巾

SKフロア

バリエーション（全12アイテム）

PG-20102 PG-20112

メディウォーク　全厚4.5mmアンダーレイ不要の画期的多機能フロア。

■ アンダーレイが不要
施工が1回で済むため、アンダーレイ施工よ
り工期が短くなります。

■ 100Gを切る衝撃吸収性
万一転倒した場合でも衝撃をやさしく吸収し
ます。

■ 抗ウイルス・消臭機能
ワックスフリーコーティングに練り込んだ成
分が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果
を発揮します。

PG-20101
標準価格（税別） 5,900円／㎡［10,620・10,740円／m］ 接着剤　

一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 4.5mm厚／180・182cm巾

メディウォーク

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

ワックスフリーコーティング  LINEUP 複層ビニル床シート FS

エスリュームシリーズ　コストパフォーマンスに優れたシリーズ。
■ 豊富なバリエーション
木目調のジャトバウッド、ナチュラルな柄と色調の柔らかい表情のミスト、織物調のウ
ィーブ、ルーミー、またカラーバリエーション豊富なプレーン、マーブル、抗ウイルス・
消臭機能の付いた抗ウイルスマーブルのラインアップを取り揃えています。

PF-20332・20335

ストロング
ワックスフリーコーティングとデザイン性を兼ね備えた
2.0mm厚重歩行シート。

ストロングEX
長尺シート初のエンボスと印刷柄を同調させた精巧な
デザインの2.0mm厚重歩行シート。

PM-20117

消臭レストリューム　トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き。
■ 抗ウイルス・消臭機能
ワックスフリーコーティングに練り込んだ成分
が、化学反応により抗ウイルス・消臭効果を
発揮します。また雑菌の繁殖を抑える抗菌仕
様です。

■ メンテナンス性
ワックスフリーコーティングによって汚れがつ
きにくく取れやすくなっています。

■ 多彩なデザイン
木目、石目、抽象柄と豊富な
57アイテムをラインアップ。

■ 耐尿性
尿による変色がほとんどありません。

■ 耐薬品性
トイレ清掃に使用される洗浄剤による変色が
ほとんどありません。

■ 防滑性
水にかかった場所でも滑りにくく安心です。

PM-20957
標準価格（税別） 4,800円／㎡［8,740円／m］ 接着剤　

一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.0mm厚／182cm巾

消臭レストリューム

標準価格（税別） 2,900～3,700円／㎡［5,2580～6,660円／m］ 接着剤　
一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.0mm厚／180・182cm巾

エスリュームシリーズ

※プレーン、マーブルについては2.5mm厚のタイプもございます。

標準価格（税別） 4,450円／㎡［8,100円／m］ 接着剤　
一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.0mm厚／182cm巾

ストロング

バリエーション（全10アイテム）

PM-20956 PM-20959

バリエーション
（全8アイテム）

PF-20343

エスリューム・
ジャトバウッド

バリエーション
（全14アイテム）

エスリューム・
ルーミー

PF-20373

バリエーション
（全20アイテム）

PF-20356

エスリューム・
ミスト

バリエーション
（全23アイテム）

PP-20410

エスリューム・
プレーン

バリエーション
（全8アイテム）

PF-20332

エスリューム・
ウィーブ

バリエーション
（全10アイテム）

KY-20939

抗ウイルス
マーブル

PM-20116 PM-20155

ストロング  バリエーション（全57アイテム）

PM-20201

■ 多彩なデザイン
エンボスと印刷柄を同調させ
た精巧なデザイン。

標準価格（税別） 4,600円／㎡［8,280円／m］ 接着剤　
一般工法：AR・PC-2　
耐湿工法：WPX・WG規　格 2.0mm厚／180cm巾

ストロング

PM-20202 PM-20204

ストロングEX  バリエーション（全4アイテム）

バリエーション
（全23アイテム）

PY-20740

エスリューム・
マーブル

製品上の特定ウイルスの数を減少させます



各種施設用フロア見本帳 掲載商品
NU-20001 ～ UD-21212
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