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工法・指定接着剤

乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地 出隅などのコーナー貼りの場合

巾木糊・エコLX巾木糊

巾木糊・瞬間接着剤・ゼリー状瞬間接着剤

CRセメント・エコLX巾木糊

CRセメント

ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木

防汚抗菌ワイド巾木・ウェーブ巾木

スタイル巾木・スタイル巾木出隅材

注1 出隅以外にはCRセメントは使用しないでください。
注2 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
注3 Rナシ巾木は、美しい仕上りのためにも先付け施工をおすすめします。
注4 防汚抗菌ワイド巾木（Rアリ）は後付け施工、防汚抗菌ワイド巾木（Rナシ）は先付け施工です。
　　下地を平滑にしてから施工してください。
注5 スタイル巾木の出隅、入り隅等、巾木のつなぎ目部、巾木をカットした断面どうしの貼付けには、
　　瞬間接着剤、ゼリー状瞬間接着剤を使用してください。
注6 スタイル巾木の入り隅部分は突付け施工をしてください。
注7 ウェーブ巾木は波形部裏面に貼られた両面テープと指定接着剤を併用して施工してください。

規格・価格・受注条件（スタンダード・カラード）　
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ナシ
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ナシ
アリ
アリ
ナシ
アリ
ナシ

─

25枚

1巻

10枚

略 号 梱包

300枚
（12ケース）
／各色以上
ケース単位

─

300m
（6巻）
／各色以上
巻単位

500m
（56巻）
／各色以上
巻単位

─

270円

290円

310円

340円

290円

290円

310円

340円

2,200円

2,300円

2,100円

6,125円

6,600円

7,050円

7,725円

3,480円

14,500円

15,500円

17,000円

19,800円

20,700円

22,050円

税抜き価格

抗菌仕様（常備在庫品のみ）

受注生産条件
（納期：

受注後3週間）m ケース・巻

─

25枚
（1ケース）
／各色以上
ケース単位

─

50m
（1巻）
／各色以上
巻単位

─

─ 

10枚（1ケース）
／各色以上
ケース単位

─

320円

340円

370円

─

320円

340円

370円

─

─

2,300円

─

7,275円

7,725円

8,400円

─

16,000円

17,000円

18,500円

─

─

24,150円

税抜き価格 受注生産条件
（納期：

受注後3週間）m ケース・巻

TH40
TH40RN
TH60
TH60RN
TH75
TH75RN
TH100
TH100RN
LTHS60
LTH60
LTH60RN
LTH75
LTH75RN
LTH100
WTH300
WTH300RN
WTH350
WTH350RN

TKH

4㎝

6㎝

7.5㎝

10㎝

6㎝

6㎝

7.5㎝

10㎝

30㎝

35㎝

長さ105㎝

長 さ

幅33㎝

90.9㎝

12m巻

50m巻

9m巻

ソフト巾木

ロング巾木

防汚抗菌
ワイド巾木

ササラ巾木

※1 表に記載のない規格は製造しておりません。
※2 ロング巾木12m巻は常備在庫品以外の色番・規格は、受注できません。
※3 防汚抗菌ワイド巾木以外の防汚仕様は、受注できません。

ご注文について：上記略号に色番を続けてご用命ください。

※2

※ 高さ4㎝Rアリ 常備在庫品 色番［12・34・92・93・97・2・23・61・19・16・78・13・15］

常備在庫品一覧
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─
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─
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─
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受注生産品

─

─

受注生産品

─

─

─

常備在庫品

─

─

─

受注生産品

受注生産品

常備在庫品

受注生産品

受注生産品

─

受注生産品

受注生産品

常備在庫品

常備在庫品

受注生産品

─

─

受注生産品

一部常備在庫品※

常備在庫品

常備在庫品

常備在庫品

常備在庫品

カラードスタンダード
Rアリ Rナシ Rアリ Rナシ

4㎝

6㎝

7.5㎝

10㎝

6㎝

7.5㎝

10㎝

6㎝

30㎝

長さ105㎝

ソフト巾木

ロング巾木

50m巻

ロング巾木 12m巻
防汚抗菌ワイド巾木
ササラ巾木 常備在庫品 受注生産品

木目
Rアリ Rナシ

─

テキスタイル
Rアリ Rナシ

─

材
資
副

防汚抗菌ワイド巾木

接着剤

品名 東リ低臭USセメント US200 巾木糊 エコLX巾木糊

種類
ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 ビニル共重合樹脂系 ゴム系
溶剤形 溶剤形 溶剤形 ラテックス形

写真

価格
（税抜き価格）

大（18kg） 26,000円/缶 はけ
中（9kg） 16,000円/缶

大（16kg） 16,500円/缶 はけ

大（18kg） 14,500円/缶
中（9kg） 9,000円/缶
小（4kg） 6,000円/缶

小（4缶）20,700円/ケース はけ

中（9kg） 8,900円/缶
小（3kg） 5,200円/缶

小（4缶）17,600円/ケース はけ
パック（1㎏）5,600円／ケース（4パック）

施工可能
面積（㎡）

大 約50㎡
中 約25㎡

大 約45㎡
大 約50㎡
中 約25㎡
小 約11㎡

中 約27㎡
小 約9㎡

パック 約3㎡

適用下地
（D.MODE測定値）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10%未満）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10%未満）

グレードⅠ（水分指標8%以下） グレードⅠ（水分指標8%以下）

品番コード 大 TUSC-L
中 TUSC-M

大 US200-L

大 NTHC-L
中 NTHC-M
小 NTHC-4

小ケース NTHC-CA

中 ELXTHC-M
小 ELXTHC-S

小ケース ELXTHC-CA
パック ELX4V-CA

ご注意 火気厳禁 火気厳禁 火気厳禁 -

品名 CRセメント バスナセメントEPO LAYセメント

種類
ゴム系 エポキシ樹脂系 アクリル樹脂系
溶剤形 溶剤形 エマルション形

写真

価格
（税抜き価格）

小（3kg） 5,400円/缶
小（4缶）18,500円/ケース

大（16kg）35,000円/セット
小（1kg）11,500円/ケース（1kgセット4個）

（3kg）6,200円/缶 はけ

施工可能
面積（㎡） 小 約6㎡

大 約40㎡（Ａ液、Ｂ液混合後）
小 約10㎡（Ａ液、Ｂ液混合後）

約30～50㎡（吸水性下地）
約50～75㎡（非吸水性下地）
吸水性下地 0.06～0.10kg/㎡（非吸水性下地 0.04～0.06kg/㎡）

適用下地
（D.MODE測定値）

グレードⅠ（水分指標8%以下）
グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10％未満）

グレードⅠ（水分指標8%以下）

品番コード 小 CRC-S
小ケース CRC-CA

大 BNEP-L
小 BNEP-CA LAYC-3

ご注意 火気厳禁
火気厳禁

バスナリアルデザイン
バスナフローレ・バスナアルティ・ラバナ専用

LAYフローリング専用

※くしばけが同梱されている接着剤には はけ  を記載しています。

 
品名 エコAR600 エコロイヤルセメント エポグレーST USセメント

種類
アクリル樹脂系 ゴム系 エポキシ樹脂系 ウレタン樹脂系
エマルション形 ラテックス形 溶剤形 溶剤形

写真

価格
（税抜き価格）

大（15kg） 12,300円/缶 はけ
中（9kg） 8,400円/缶
小（3kg） 4,900円/缶

大（18kg） 9,200円/缶 はけ
中（9kg） 6,300円/缶
小（4kg） 4,600円/缶

小（4缶）15,000円/ケース
パック（1kg）5,000円/ケース（4パック）
パック（1kg）15,000円/ケース（12パック）

大（16kg） 28,000円/セット はけ
小（4kg） 8,600円/セット

大（18kg） 24,700円/缶 はけ
中（9kg） 14,100円/缶
小（3kg） 6,800円/缶

小（4缶）24,200円/ケース

施工可能
面積（㎡）

大 約50㎡
中 約30㎡
小 約10㎡

大 約55㎡
中 約27㎡
小 約12㎡
パック 約3㎡

大 約40㎡（A液、B液混合後）
小 約10㎡（A液、B液混合後）

大 約50㎡
中 約25㎡
小 約8㎡

適用下地
（D.MODE測定値）

グレードⅠ（水分指標8%以下）
吸水性のある下地
吸水性の少ない下地

グレードⅠ（水分指標8%以下）
吸水性のある下地

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10%未満）

グレードⅠ・グレードⅡa
（水分指標10%未満）

品番コード
大 EAR600-L
中 EAR600-M
小 EAR600-S

大 ERC-L 
中 ERC-M
小 ERC-S

小ケース ERC-CA
パック（4パック）ERC4V-CA
パック（12パック）ERCV-CA

大 NSTEP-L 
小 NSTEP-S

大 NUSC-L
中 NUSC-M
小 NUSC-S

小ケース NUSC-CA

ご注意 - - 火気厳禁 火気厳禁

ソフト巾木（スタンダード）の高さ6㎝、7.5㎝、10㎝は全色番が常備在庫になりました。
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■ 品種　クッションフロア KS
■   規格　幅×長さ 1820㎜×30m 
全厚　2.3㎜ 
梱包　30m/巻 
取得JIS番号　JIS A 5705 ビニル系床材　床シート　GB0507188

■   価格 
3,850円/㎡（税抜き価格） 
7,010円/m（税抜き価格）

● テープ工法での施工は貼直しがききませんので、ご注意ください。

■ メンテナンス  
● 素足での使用の場合  
　・  製造段階でワックスを塗布していますので、日常は固く絞った雑巾
かモップの水拭き程度で充分です。

　・  特に汚れの予想される場所では、「土足での使用の場合」と同じメ
ンテナンスを行ってください。

●  土足での使用の場合
　・ 施工後、養生期間をおいてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後
に樹脂ワックス（ニューFBワックス・Uワックス）を塗布してくださ
い。なお抗菌性を求められる場合は低光沢タイプのツヤノンワックス
（抗菌）、または光沢タイプのシーバイエス社製抗菌ワックス（ヘル
スケアコート）を塗布してください。通常のワックスでは抗菌効果が
得られません。

CFシート-P

工法名 下地 接着剤

一般工法 乾燥したモルタル・
コンクリート下地

エコロイヤルセメント・
エコAR600

一般工法 木造床（合板など） エコAR600

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

テープ工法 木床 CFテープ
継目処理 ― 東リシーム液

■  工法

GB0507188
JIS A 5705

■ 品種　クッションフロア KS
■   規格　幅×長さ 1820㎜×30m 
全厚　1.8㎜ 
梱包　30m/巻 
取得JIS番号　JIS A 5705 ビニル系床材　床シート　GB0507188

■   価格 
2,750円/㎡（税抜き価格） 
5,010円/m（税抜き価格）

CFシート-H

GB0507188
JIS A 5705

■ 品種　クッションフロア KS
■   規格　幅×長さ 2000㎜×30m 
全厚　1.8㎜ 
梱包　30m/巻 
取得JIS番号　JIS A 5705 ビニル系床材　床シート　GB0507188

■   価格 
2,750円/㎡（税抜き価格） 
5,500円/m（税抜き価格）

● テープ工法での施工は貼直しがききませんので、ご注意ください。
● 1820㎜幅と2000㎜（2ｍ）幅は一緒に貼合わせることができません。

■ メンテナンス  
●   製造段階でワックスを塗布していますので、日常は固く絞った雑巾か
モップの水拭き程度で充分です。

●   特に汚れの予想される場所には、施工後、養生期間をおいてから洗
浄剤で洗浄し、よくすすいだ後に樹脂ワックス（ニューFBワックス・
Uワックス）を塗布してください。なお抗菌性を求められる場合は低
光沢タイプのツヤノンワックス（抗菌）、または光沢タイプのシーバイ
エス社製抗菌ワックス（ヘルスケアコート）を塗布してください。通常
のワックスでは抗菌効果が得られません。

CFシート-H 2ｍ（2000㎜）

工法名 下地 接着剤

一般工法 乾燥したモルタル・
コンクリート下地

エコロイヤルセメント・
エコAR600

一般工法 木造床（合板など） エコAR600

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

テープ工法 木床 CFテープ
継目処理 ― 東リシーム液

■  工法

GB0507188
JIS A 5705

※  その他の注意事項や商品情報の詳細は、各種サンプル帳および「東リ総合カタログ」をご覧ください。
※  ご注文について：色見本の下の品番にてご用命ください。（CFシート-H・2m幅に関しては幅をご確認ください。） 

■ 品種　クッションフロア KS
■   規格　幅×長さ 1820㎜×20m 
全厚　3.3㎜
梱包　20m/巻 
取得JIS番号　JIS A 5705 ビニル系床材　床シート　GB0507188

■   価格 
3,850円/㎡（税抜き価格） 
7,010円/m（税抜き価格）

● テープ工法での施工は貼直しがききませんので、ご注意ください。
● 目地部は重ね切りで施工してください。

■ メンテナンス  
●   製造段階でワックスを塗布していますので、日常は固く絞った雑巾か
モップの水拭き程度で充分です。

●   特に汚れの予想される場所には、施工後に、養生期間をおいてから
洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後に樹脂ワックス（ニューFBワックス・
Uワックス）を塗布してください。なお、抗菌性を求められる場合は、
低光沢タイプのツヤノンワックス（抗菌）、または光沢タイプのシーバ
イエス社製抗菌ワックス（ヘルスケアコート）を塗布してください。通
常のワックスでは抗菌効果が得られません。

CFシート-SD

工法名 下地 接着剤

一般工法 乾燥したモルタル・
コンクリート下地

エコロイヤルセメント・
エコAR600

一般工法 木造床（合板など） エコAR600

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

テープ工法 木床 CFテープ
継目処理 ― 東リシーム液

■  工法

GB0507188
JIS A 5705

■  工法

■ 品種　クッションフロア KS
■   規格　幅×長さ 1820㎜×20m 
全厚　2.5㎜
梱包　20m/巻 
取得JIS番号　JIS A 5705 ビニル系床材　床シート　GB0507188

■   価格 
3,850円/㎡（税抜き価格） 
7,010円/m（税抜き価格）

●   段差や隙間などのない平滑な下地に施工してください。隙間などが
あると、クッション層の層間に剥離がおこることがあります。

● テープ工法での施工は貼直しがききませんので、ご注意ください。

■ メンテナンス  
● 素足での使用の場合  
　・  製造段階でワックスを塗布していますので、日常は固く絞った雑巾
かモップの水拭き程度で充分です。

　・  特に汚れの予想される場所では、「土足での使用の場合」と同じメ
ンテナンスを行ってください。

● 土足での使用の場合
　・  施工後、養生期間をおいてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後
に樹脂ワックス（ニューFBワックス・Uワックス）を塗布してくださ
い。なお抗菌性を求められる場合は低光沢タイプのツヤノンワックス
（抗菌）、または光沢タイプのシーバイエス社製抗菌ワックス（ヘル
スケアコート）を塗布してください。通常のワックスでは抗菌効果が
得られません。

ニュークリネスシート

工法名 下地 接着剤

一般工法 乾燥したモルタル・
コンクリート下地

エコロイヤルセメント・
エコAR600

一般工法 木造床（合板など） エコAR600

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

テープ工法 木床 CFテープ
継目処理 ― 東リシーム液

GB0507188
JIS A 5705

※  その他の注意事項や商品情報の詳細は、各種サンプル帳および
　 「東リ総合カタログ」をご覧ください。

■ 品種　複層ビニル床シート FS
■   規格　幅×長さ 1820㎜×20m 
全厚　 2㎜（表層透明ビニル層0.5㎜） 

高耐久抗菌UV樹脂コーティング
　 梱包　20m/巻 
　 取得JIS番号　 JIS A 5705 ビニル床材 

床シート　GB0506143
■   価格 

4,350円/㎡（税抜き価格） 
7,920円/m（税抜き価格）

マチュアNW

●   東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールド使用は
可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用
いただけません。

●   医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する
場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポ
グレーST、エポグレーS）、ウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東
リ低臭USセメント）をお使いください。

●   スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点がありま
す。詳細は「東リ総合カタログ」をご覧ください。

※   USセメント・東リ低臭USセメント以外のウレタン樹脂系接着剤は
使用しないでください。（東リアンダーレイ下地の場合は除く）

■ メンテナンスならびに使用上の注意
●   メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的に
ポリッシャー、モップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れ
を取除いてください。取れにくい汚れには洗剤を使用してください。

●   面積の大きな施設では、洗浄力の優れた自動床面洗浄機を推奨い
たします。

●  ワックスメンテナンスを行ってもNWシリーズの品質に問題はありません。
※ ワックスメンテナンスを行う場合
　   施工後、養生期間を置いてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後に
低光沢タイプのツヤノンワックス(抗菌)、または光沢タイプのシーバ
イエス社製抗菌ワックス(ヘルスケアコート)を塗布してください。通
常のワックスでは抗菌効果が得られません。

● 屋外から直接土砂の持込みが想定される部位にお使いの際は、除
塵マットの設置やワックスを塗布する定期メンテナンスが必要にな
る場合があります。

●   高耐久抗菌ＵＶ樹脂コーティングが摩滅してしまうため、ドライメン
テナンスは行わないでください。

●  建物の出入口には必ず除塵マットを設置してください。（砂、砂利等
で表面に傷がついてしまった場合、汚れが傷に入り込んでしまい、汚
れ落ちが悪くなります。土砂の持込みの可能性がある路面に面した
部位で使用される場合には、除塵性の高いマットをできるだけ広い
面積で設置してください。）
● 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

工法名 下地 接着剤

一般工法 乾燥したモルタル・
コンクリート下地

エコロイヤルセメント・
エコAR600

一般工法 木造床（合板など） エコAR600

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント
東リ低臭USセメント

― 東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

継目処理

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
東リスーパーシーム液

専用継目処理材による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

東リ ジョイントシールド
（抗菌仕様）

■  工法

GB0506143
JIS A 5705

マチュアNW・ホスピリュームNW
フロアリューム プレーンNW ・ マーブルNW
フロアリューム プレミアNWシリーズ
引渡し前クリーニングについてのお願い

施工時に発生したチリやホコリを
きれいに取除いてください。
モップやダスタークロス（不織布）等を使用し、堆積したチリや
ホコリをしっかり取除いてください。
清掃の際はモップをこまめに洗浄し、モップに付着した汚れをき
ちんと取除いてください。
モップが汚れていると、吸込んだ汚水が床面に塗り広がること
があります。
最後に水を絞ったきれいなモップで拭上げてください。

汚れが残る場合は洗浄剤を使用し、
ポリッシャーまたは、自動床面洗浄機で洗浄してくだ
さい。
チリやホコリの量が多い場合、モップでの水拭き清掃だけでは
汚れが除去しきれない場合があります。
汚れが除去できない場合は、洗浄剤を使用し、ポリッシャーや自
動床面洗浄機で洗浄願います。
洗浄時に発生した汚水は床面に残さず、水を絞ったきれいな
モップで拭上げてください。

清掃後は養生をお願いします。
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■ 品種　発泡複層ビニル床シート HS
■    規格　幅×長さ 1820㎜×9m 
全厚　 2㎜ 

高耐久抗菌UV樹脂コーティング
　 梱包　9m/巻 
　 取得JIS番号　  5075 A SIJ ビニル床材 

床シート　GB0507188
■    価格 

4,000円/㎡（税抜き価格） 
7,280円/m（税抜き価格）

フロアリューム マーブルNW
フロアリューム プレーンNW

フロアリューム ソイルドNW
フロアリューム ラティスNW
フロアリューム フレークNW
フロアリューム ナッティNW

■ 品種　複層ビニル床シートFS 
■ 規格　幅×長さ1820㎜×9m
全厚　2㎜ 2.5㎜（一部受注生産）

高耐久抗菌UV樹脂コーティング
梱包　9ｍ／巻
取得JIS番号　  5075 A SIJ ビニル床材 

床シート　GB0506143　GB0610001
■ 価格
・フロアリューム マーブルNW
（2㎜厚）2,950円／㎡　5,370円／ｍ（税抜き価格） 
（2.5㎜厚）3,250円／㎡　5,920円／ｍ（税抜き価格） 
（一部受注生産）
・フロアリューム プレーンNW
（2㎜厚）2,850円／㎡　5,190円／ｍ（税抜き価格）
（2.5㎜厚）3,150円／㎡　5,730円／ｍ （税抜き価格） 
（一部受注生産）

■ 受注生産
寸法　1820㎜×9m
全厚　2.5㎜
梱包　9m／巻
条件　基準色のみ50m以上　巻単位
納期　受注後3週間
・フロアリューム マーブルNW

3,250 円／㎡　5,920 円／ｍ（税抜き価格）
・フロアリューム プレーンNW

3,150 円／㎡　5,730 円／ｍ（税抜き価格）

■ 品種　複層ビニル床シートFS
■ 規格　幅×長さ　1820㎜×9m
全厚　2㎜

高耐久抗菌UV樹脂コーティング
梱包　9m／巻
取得JIS番号　  5075 A SIJ ビニル床材 

床シート　GB0506143
■ 価格
・フロアリューム ソイルドNW
・フロアリューム フレークNW
（2㎜厚）3,300円／㎡　6,010円／ｍ（税抜き価格）
・フロアリューム ラティスNW
・フロアリューム ナッティNW
（2㎜厚）3,500円／㎡　6,370円／ｍ（税抜き価格）

■ 受注生産
寸法　1820㎜×9m
全厚　2.5㎜
梱包　9m／巻
条件　基準色のみ100m／色以上　巻単位
納期　受注後3週間
・フロアリューム ソイルドNW 特別寸法（全厚）
・フロアリューム フレークNW 特別寸法（全厚）

3,600 円／㎡　6,550 円／m（税抜き価格）
・フロアリューム ラティスNW 特別寸法（全厚）
・フロアリューム ナッティNW 特別寸法（全厚）

3,800 円／㎡　6,920 円／m（税抜き価格）

ホスピリュームNW

●   東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールド使用は
可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用
いただけません。

●    耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が
大きなポイントになります。下地強度、接着剤、荷重の組み合わせに
充分ご注意ください。

●   医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する
場合は、下地水分指標にかかわらず、エポキシ樹脂系接着剤（エポ
グレーST、エポグレーS）、ウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東
リ低臭USセメント）をお使いください。

●    スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点がありま
す。詳細は「東リ総合カタログ」をご覧ください。

※   USセメント・東リ低臭USセメント以外のウレタン樹脂系接着剤は
）く除は合場の地下イレーダンアリ東（。いさだくでいなし用使

■ メンテナンスならびに使用上のご注意
●   メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的に
ポリッシャー、モップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れ
を取除いてください。取れにくい汚れには洗剤を使用してください。

●   面積の大きな施設では、洗浄力の優れた自動床面洗浄機を推奨い
たします。

●   ワックスメンテナンスを行ってもＮＷシリーズの品質に問題はありま
せん。

※ ワックスメンテナンスを行う場合
　    施工後、養生期間を置いてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後に
低光沢タイプのツヤノンワックス(抗菌)、または光沢タイプのシーバ
イエス社製抗菌ワックス(ヘルスケアコート)を塗布してください。通
常のワックスでは抗菌効果が得られません。

●   屋外から直接土砂の持込みが想定される部位にお使いの際は、除
塵マットの設置やワックスを塗布する定期メンテナンスが必要にな
る場合があります。

●    高耐久抗菌ＵＶ樹脂コーティングが摩滅してしまうため、ドライメン
テナンスは行わないでください。

●   等利砂、砂（。いさだくてし置設をトッマ塵除ず必はに口入出の物建
で表面に傷がついてしまった場合、汚れが傷に入り込んでしまい、汚
れ落ちが悪くなります。土砂の持込みの可能性がある路面に面した
部位で使用される場合は、除塵性の高いマットをできるだけ広い面
積で設置してください。）

●    耐動荷重性のある床を構成するには、下地と荷重および接着剤が大
きなポイントとなります。たとえばホスピリュームＮＷを使用しても、
下地が弱いと下地から破壊されます。下地強度、ホスピリュームＮ
Ｗ、接着剤、荷重の組み合わせにご注意ください。

● 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

●   東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールド使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●   医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST、
エポグレーS）、ウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東リ低臭USセメント）をお使いください。

●   スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は「東リ総合カタログ」をご覧ください。
※   USセメント・東リ低臭US ）く除は合場の地下イレーダンアリ東（。いさだくでいなし用使は剤着接系脂樹ンタレウの外以トンメセ

■ メンテナンスならびに使用上の注意
●   メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的にポリッシャー、モップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れを取除いて
ください。取れにくい汚れには洗剤を使用してください。

●   面積の大きな施設では、洗浄力の優れた自動床面洗浄機を推奨いたします。
●  ワックスメンテナンスを行ってもNWシリーズの品質に問題はありません。
※ ワックスメンテナンスを行う場合
　   施工後、養生期間を置いてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後に低光沢タイプのツヤノンワックス(抗菌)、または光沢タイプのシーバイエス社製
抗菌ワックス(ヘルスケアコート)を塗布してください。通常のワックスでは抗菌効果が得られません。

● 屋外から直接土砂の持込みが想定される部位にお使いの際は、除塵マットの設置やワックスを塗布する定期メンテナンスが必要になる場合が
あります。

●   高耐久抗菌ＵＶ樹脂コーティングが摩滅してしまうため、ドライメンテナンスは行わないでください。
●  く悪がち落れ汚、いましでん込り入に傷がれ汚、合場たっましていつが傷に面表で等利砂、砂（。いさだくてし置設をトッマ塵除ず必はに口入出の物建
なります。土砂の持込みの可能性がある路面に面した部位で使用される場合には、除塵性の高いマットをできるだけ広い面積で設置してください。）
● 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

工法名 下地 接着剤

一般工法 乾燥したモルタル・
コンクリート下地

エコロイヤルセメント・
エコAR600

―
乾燥したモルタル・
コンクリート下地

耐動荷重性が必要な場合
エポグレーS・USセメント

― 医療・福祉施設の病院、居室等で
スイング式電動ベッドを使用する場合

エポグレーST・USセメント
東リ低臭USセメント

耐湿工法 湿気のおそれのある
モルタル・コンクリート下地

エポグレーST・USセメント
東リ低臭USセメント

― 東リアンダーレイシート下地 USセメント・
東リ低臭USセメント・US200

継目処理

専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様）
専用継目処理材による
継目接着工法

（ジョイントシールド工法）

東リジョイントシールド
（抗菌仕様）

工法名 下地 接着剤
一般工法 乾燥したモルタル・コンクリート下地 エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法 湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地

－ 東リ アンダーレイシート下地 USセメント・東リ低臭USセメント・US200

継目処理
専用溶接棒による熱風溶接工法 専用溶接棒（抗菌仕様） 

専用継目処理剤による継目接着工法
（ジョイントシールド工法） 東リ ジョイントシールド（抗菌仕様）

■  工法

  工法

耐動荷重 GB0507188
JIS A 5705

※  その他の注意事項や商品情報の詳細は、各種サンプル帳および「東リ総合カタログ」をご覧ください。
※  ご注文について：色見本の下の品番にてご用命ください。 
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CFシート-SD、ニュークリネスシート、フロアリューム（プレーンNW・マーブルNW・プレミアNWシリーズ）の廃番はありません。

CFシート-H CFシート-H CFシート-PCFシート-P

CFシート-H S

CFシート-H 2M

マチュアＮＷ

マチュアＮＷ

ホスピリュームNW

CFシート-H
旧品番 新品番

CF9201 CF9413

CF9202 CF9414

CF9203 CF9405

CF9204 CF9415

CF9205 廃番

CF9206 CF9416

CF9207 廃番

CF9208 CF9418

CF9209 CF9419

CF9210 CF9409

CF9211 CF9410

CF9212 廃番

CF9213 廃番

CF9214 廃番

CF9215 廃番

CF9216 CF9422

CF9217 CF9423

CF9218 CF9424

CF9219 廃番

CF9220 廃番

CF9221 廃番

CF9222 廃番

CF9223 CF9442

CF9224 CF9443

CF9225 CF9444

CF9226 廃番

CF9227 廃番

CF9228 廃番

CF9229 CF9440

CF9230 CF9441

CF9231 CF9438

CF9232 CF9439

CF9233 廃番

CF9234 廃番

CF9235 廃番

CF9236 廃番

CF9237 CF9432

CF9238 CF9435

CF9239 CF9436

CF9240 CF9437

CF9241 CF9428

CF9242 CF9429

CF9243 CF9430

CF9244 CF9431

CF9245 CF9433

CF9246 CF9434

CF9247 CF9445

CF9248 CF9446

CF9249 CF9462

CF9250 CF9463

CF9251 CF9460

CF9252 CF9461

CF9253 廃番

CF9254 廃番

CF9255 CF9476

CF9256 CF9472

CF9257 CF9474

CF9258 CF9453

CF9259 廃番

CF9260 CF9451

CF9261 CF9452

CF9262 CF9454

CF9263 CF9455

CF9264 CF9456

CF9265 CF9457

CF9266 CF9458

CF9267 CF9459

CF9268 廃番

CF9269 廃番

CF9270 CF9469

CF9271 CF9470

CF9272 CF9471

CF9273 CF9465

CF9274 廃番

旧品番 新品番
CF9275 廃番

CF9276 CF9466

CF9277 CF9485

CF9278 CF9486

CF9279 CF9487

CF9280 CF9488

CF9281 CF9489

CF9282 CF9490

CF9283 CF9491

CF9284 CF9492

CF9285 CF9494

CF9286 CF9495

CF9287 CF9496

CF9288 CF9493

CF9289 廃番

CF9290 廃番

CF9291 廃番

CF9292 CF9480

CF9293 CF9481

CF9294 CF9482

CF9295 CF9483

CF9296 廃番

CF9297 廃番

CF9298 廃番

CF9299 廃番

CF9300 廃番

CF9301 廃番

CF9302 CF9497

CF9303 廃番

CF9304 CF9498

CF9305 廃番

CF9306 廃番

CF9307 CF9499

CF9308 CF9500

CF9309 廃番

CF9310 廃番

旧品番 新品番
CF4373 廃番

CF4374 廃番

CF4375 廃番

旧品番 新品番
CF4301 CF4512

CF4302 CF4513

CF4303 CF4515

CF4304 CF4520

CF4305 CF4511

CF4306 CF4509

CF4307 CF4518

CF4308 CF4519

CF4309 CF4517

CF4310 廃番

CF4311 CF4521

CF4312 廃番

CF4313 CF4522

CF4314 CF4524

CF4315 CF4525

CF4316 廃番

CF4317 廃番

CF4318 廃番

CF4319 CF4530

CF4320 CF4528

CF4321 CF4529

CF4322 廃番

CF4323 CF4532

CF4324 CF4533

CF4325 CF4531

CF4326 廃番

CF4327 廃番

CF4328 廃番

CF4329 CF4534

CF4330 CF4535

CF4331 CF4536

CF4332 CF4546

CF4333 CF4547

CF4334 CF4550

CF4335 CF4551

CF4336 廃番

CF4337 CF4553

CF4338 CF4548

CF4339 CF4549

CF4340 CF4539

CF4341 CF4542

CF4342 CF4541

CF4343 CF4540

CF4344 廃番

CF4345 廃番

CF4346 CF4554

CF4347 廃番

CF4348 廃番

CF4349 CF4552

CF4350 CF4559

CF4351 廃番

CF4352 CF4560

CF4353 CF4561

CF4354 CF4562

CF4355 CF4570

CF4356 CF4571

CF4357 廃番

CF4358 廃番

CF4359 廃番

CF4360 廃番

CF4361 廃番

CF4362 CF4565

CF4363 CF4566

CF4364 CF4567

CF4365 廃番

CF4366 廃番

CF4367 廃番

CF4368 CF4574

CF4369 CF4572

CF4370 CF4573

CF4371 CF4575

CF4372 廃番

旧品番 新品番
CFS9208 廃番

CFS9211 廃番

CFS9219 廃番

CFS9221 廃番

CFS9223 廃番

CFS9225 廃番

CFS9226 廃番

CFS9236 廃番

CFS9243 廃番

CFS9244 廃番

CFS9245 廃番

CFS9249 廃番

CFS9254 廃番

CFS9255 廃番

CFS9256 廃番

CFS9257 廃番

CFS9260 廃番

CFS9266 廃番

CFS9271 廃番

CFS9273 廃番

CFS9279 廃番

CFS9283 廃番

CFS9286 廃番

CFS9292 廃番

CFS9307 廃番

CFS9308 廃番

旧品番 新品番
CF2M9261 CF2M9452

CF2M9263 CF2M9455

旧品番 新品番
FS2001 FS3044

FS2002 FS3042

FS2003 廃番

FS2004 FS3052

FS2005 FS3043

FS2006 FS3050

FS2007 廃番

FS2008 FS3066

FS2009 廃番

FS2010 廃番

FS2011 FS3067

FS2012 FS3048

FS2013 FS3049

FS2014 廃番

FS2015 FS3047

FS2016 廃番

FS2017 FS3054

FS2018 FS3055

FS2019 FS3056

FS2020 廃番

FS2021 廃番

FS2022 FS3057

FS2023 FS3058

FS2024 FS3059

FS2025 廃番

FS2026 FS3071

FS2027 FS3072

FS2028 FS3073

FS2029 FS3074

FS2030 FS3075

FS2031 FS3061

FS2032 FS3062

FS2033 FS3063

FS2034 FS3053

FS2035 FS3064

FS2036 廃番

FS2037 廃番

FS2038 FS3065

FS2039 廃番

FS2040 FS3068

FS2041 FS3069

FS2042 廃番

FS2043 廃番

FS2044 廃番

FS2045 廃番

FS2046 廃番

FS2047 廃番

FS2048 廃番

FS2049 FS3081

FS2050 FS3082

FS2051 FS3083

FS2052 FS3084

FS2053 FS3085

FS2054 廃番

FS2055 FS3004

FS2056 FS3005

FS2057 廃番

FS2058 FS3020

FS2059 廃番

FS2060 廃番

FS2061 FS3023

FS2062 FS3024

FS2063 FS3019

FS2064 FS3025

旧品番 新品番
FS2065 FS3026

FS2066 廃番

FS2067 廃番

FS2068 廃番

FS2069 FS3009

FS2070 廃番

FS2071 廃番

FS2072 廃番

FS2073 廃番

FS2074 廃番

FS2075 FS3031

FS2076 FS3032

FS2077 廃番

FS2078 廃番

FS2079 FS3017

FS2080 廃番

FS2081 廃番

FS2082 FS3018

FS2083 FS3033

FS2084 FS3034

FS2085 廃番

旧品番 新品番
TS2101 TS2203

TS2102 TS2204

TS2103 TS2205

TS2104 廃番

TS2105 廃番

TS2106 廃番

TS2107 廃番

TS2108 廃番

TS2109 廃番

TS2110 廃番

TS2111 廃番

TS2112 TS2212

TS2113 TS2213

TS2114 廃番

TS2115 廃番

TS2116 TS2218

TS2117 廃番

TS2118 TS2241

TS2119 TS2242

TS2120 廃番

TS2121 TS2232

TS2122 TS2234

TS2123 TS2235

TS2124 廃番

TS2125 TS2228

TS2126 TS2229

TS2127 TS2230

TS2128 TS2231

TS2129 廃番

TS2130 TS2243

TS2131 TS2244

TS2132 TS2245

TS2133 TS2248

TS2134 廃番

TS2135 TS2249

TS2136 TS2246

TS2137 TS2247

TS2138 廃番

TS2139 廃番

TS2140 廃番

TS2141 TS2253

TS2142 廃番

TS2143 廃番

TS2144 廃番

TS2145 TS2254

対象品番
CF9405

CF9406

CF9407

CF9409

CF9410

CF9422

CF9423

CF9424

CF9426

CF9428

CF9429

CF9433

CF9434

CF9435

CF9436

CF9437

CF9440

CF9441

CF9445

CF9451

CF9452

CF9453

CF9454

CF9455

CF9456

CF9457

CF9458

CF9459

CF9460

CF9461

CF9462

CF9463

CF9465

CF9476

CF9480

CF9481

CF9482

CF9483

CF9485

CF9486

CF9487

CF9488

CF9489

CF9490

CF9493

CF9494

CF9495

CF9496

CF9497

CF9498

■旧→新 品番対照表■長期継続品一覧
2024年まで継続
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法：環境省）に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に
廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。 （一社）日本インテリアファブリックス協会　東リ株式会社 

東 リ  は  I S O 9 0 0 1 の
認 証 を 取 得 し て い ま す

www.toli.co.jp

名古屋ショールーム 大阪ショールーム

〒466-0006　名古屋市昭和区
北山町3-20-1　東リ名古屋ビル 2F
TEL 052（745）1691

〒540-0008　大阪市中央区大手前1-7-31
ＯMMビル 7F
TEL 06（6943）1649

札幌ショールーム

〒062-0911　札幌市豊平区旭町3-1-7
TEL 011（833）1730

〒141-0022　東京都品川区
東五反田5-25-19　東京デザインセンター 4F
TEL 03（5421）3711

東京ショールーム
マックスバリュ

一方通行地下鉄
桜通線

昭和
区役所

地下鉄
1番出口

地下鉄
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地下鉄
鶴舞線 西友

塩
付
通

阿
由
知
通

御器所 広路通

東リ名古屋ビル

南9条通り　南大橋

中島公園

地
下
鉄

南
北
線

地
下
鉄

東
豊
線

中
島
公
園
駅

豊
平
川

旭
小
学
校

学
園
前
駅

北
海
学
園
大

平
岸
通
り

ENEOS
GS 東リ

札幌

御
堂
筋

淀屋橋

東梅田 南森町

北浜 天満橋

堺
筋

谷
町
筋

京阪本線

R1

京阪
シティモール

京阪
中之島線

地
下
鉄

谷
町
線

土佐堀川

堂島川

大川

松
屋
町
筋

OMM
ビル

ケンタッキー
フライドチキン

東京デザイン
センター

品川 →

アトレ至川崎

← 渋谷

JR山手線

交番 東口

至高輪台 地
下
鉄

都
営
浅
草
線

レミィ

ブラジル銀行

NTT東日本
関東病院

洋服の青山

JR五反田駅

ロータリー

桜
田
通
り

札幌ショールーム

東京ショールーム

名古屋ショールーム   

大阪ショールーム

TEL011（833）1730
〒062-0911　札幌市豊平区旭町3-1-7

TEL03（5421）3711
〒141-0022　東京都品川区東五反田5-25-19  東京デザインセンター4F

TEL052（745）1691
〒466-0006　名古屋市昭和区北山町3-20-1  東リ名古屋ビル2F

TEL06（6943）1649
〒540-0008　大阪市中央区大手前1-7-31  ＯMMビル7F

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　　

東日本営業開発部
東日本営業開発部 商業施設
東京第1営業所
東京第2営業所
八 王 子 営 業 所
横 浜 営 業 所
大 宮 営 業 所
千 葉 営 業 所
水 戸 営 業 所
新 潟 営 業 所
長 野 営 業 所
札 幌 営 業 所
仙 台 営 業 所
盛 岡 営 業 所
郡 山 営 業 所
名古屋営業開発課
名古屋第1営業所
名古屋第2営業所
静 岡 営 業 所
金 沢 営 業 所

TEL06（6943）1645
TEL06（6943）1647
TEL06（6943）1671
TEL06（6943）1672
TEL075（693）7755
TEL078（291）8444
TEL082（239）2858
TEL086（244）3366
TEL087（815）1150
TEL089（925）6366
TEL092（411）9076
TEL092（411）9076
TEL093（522）0235
TEL099（263）7477
TEL098（884）5652

TEL03（5403）2079
TEL06（4707）7510
TEL03（5403）2073
TEL06（6494）6626
TEL03（5403）2063
TEL06（6943）1643
TEL03（5403）2078

TEL03（5403）2067
TEL03（5403）2066
TEL03（5403）2050
TEL03（5403）2055
TEL042（648）0588
TEL045（664）5810
TEL048（651）1031
TEL043（208）1381
TEL029（231）7695
TEL025（228）5133
TEL026（231）3320
TEL011（833）0040
TEL022（287）0950
TEL019（632）6211
TEL024（925）5536
TEL052（733）3532
TEL052（733）3471
TEL052（733）3472
TEL054（280）5272
TEL076（246）7001

西日本営業開発部
西日本営業開発部 商業施設
大阪第1営業所
大阪第2営業所
京 都 営 業 所
神 戸 営 業 所
広 島 営 業 所
岡 山 営 業 所
高 松 営 業 所
松 山 営 業 所
福岡営業開発課
福 岡 営 業 所
北 九 州 営 業 所
鹿 児 島 営 業 所
沖 縄 営 業 所

ハウジング営業部  東京 
ハウジング営業部  大阪 
特販営業部　東京
特販営業部　大阪
建装営業部　東京
建装営業部　大阪
海外営業部（Overseas）

選択上のご注意
●各種マークの詳細は「東リ総合カタログ｣をご参照ください。

防滑性マークは、製品の防滑性を示す目安です。履物や
歩行状態、水濡れや砂の持込み、使用したワックスの
種類など環境によって大きく左右されます。選択の際の
ひとつの目安としてご利用ください。

病院など抗菌性を求められる場所では、抗菌シートを
ご採用ください。
人体への影響が少ない抗菌剤を使用しておりますが、
乳幼児が誤って経口する可能性のある場所では使用を
避けてください。

●現物見本やサンプル帳と、製品の色が若干異なる場合があ
ります。

●当サンプル帳は2018年8月現在のものです。予告なしに
変更されることがあります。

●下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避
けてください｡接着不良や臭気が発生することがあります。

●建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に
制限があります。各法令法規をご確認ください。

●淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちや
すくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボス
が深いほど汚れが残りやすくなります。ご留意ください。

●床シートは熱には弱い性質を有しています。摩擦熱等によ
り、床面に変色、変形が生じることがあります。

●NWシリーズは、製品の特性上、素足や靴下での歩行時に素
材表面がひっかかることがあります。上靴、スリッパ履きで
使用することをおすすめします。

●掲載写真の一部に合成写真を含みます。

施工上のご注意
●施工の前に、「東リ総合カタログ」もしくは「東リ施工マニュアル」
をご一読ください。必ず継目処理をしてください。幅継ぎをする
際は、耳部どうしでジョイントしてください。シートの裁断後、
切り口が鋭利になる場合がありますのでご注意ください。

●シート裁断後、切り口が鋭利になる場合がありますのでご注
意ください。

●必ず継目処理を施してください。
●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
●施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急
激な温度変化、重量物やキャスター椅子などによるしごきな
どは避けてください。突上げ・目地スキ・剥がれ・へこみ跡な
どを発生させる可能性があります。特に冬季は接着剤の硬
化が遅いので充分な養生期間をとってください。

CFシートは、ガラスバッキングを使用しています。取扱
いにご注意ください。裏面のガラスバックは特殊樹脂で
目止めをしているので、ガラス繊維の露出はほとんどあ
りませんが、カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が
露出する場合があります。断面が直接皮膚にあたらな
いように注意し、刺激を感じた場合は石鹸などでよく洗
い流してください。目の痛む時も、こすらず水でよく洗い
流してください。

メンテナンスならびに使用上のご注意
●暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変
色が発生する場合があります。これらの条件が揃わないよう
に注意してください。そのような箇所へ床材を施工する際に
は、発生しても目立たない暗色系のご採用をおすすめします。

●メンテナンスは必ず指定のワックスまたは同等品により定期
的に行ってください。特に初期メンテナンスでは、シートの表
面をアルカリ洗浄剤で充分に洗浄し、よくすすいだ後ワック
スを塗布してください。ワックスは床シートの汚れを防ぎ、美
観を保持します。

水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、転倒
事故を招く可能性があります。土砂の持込みなどが予
想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置
し、室内に土砂が持込まれないようにしてください。持
込まれた際には、即座に除去するようにしてください。
摩耗・傷付きを防ぎ、美観を保持するだけでなく、寿命
を延ばす効果があります。

●長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内で
の結露によるカビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・
突上げの可能性があります。日よけや換気を心がけてくださ
い。

●ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防
腐剤、防虫剤などによって汚染され変退色を招く可能性があ
ります。これらに直接触れないようにしてください。

●重量物や車輪によるしごき、ハイヒールや家具などの局部荷
重により、床材の表面にキズや膨れ、へこみ跡が生じる可能
性があります。

水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響
で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・
目地スキなどを招く場合があります。
充分ご注意ください。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、転倒事故の原因となりま
す。詳細は「東リ施工マニュアル」をご参照ください。

●素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

ショールーム
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