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環境への取り組み

私たち川島織物セルコンは、環境負荷の低減に努めています。

 

2003年に業界ではじめて使用済みタイルカーペットの廃材を再利用するシステム

「e-RECYCLED」を確立しました。

現場で出る廃材を捨てるのではなく、再び資源に変えて、新しいカーペットを作ることで

廃棄物を減らします。

また、当社独自のリサイクルシステムにより、気候変動の大きな要因となっている、

CO2の排出量を削減しています。

こうした持続可能な社会の実現に向けた取り組みが評価され、

2010年に「エコ・ファースト企業」として認定を受けました。

2018年からは海洋に廃棄された漁網などからリサイクルした糸をタイルカーペットに

使用し、海の環境汚染軽減にも貢献しています。

地球の豊かな自然と限りある資源を守るために、

私たちができることを、これからも取り組み続けていきます。



CO2排出量を削減

廃床材をリサイクル リサイクル糸を使用

私たちは気候変動の大きな要因であるCO2排出量の削減を行っています。2015年
4月～2020年3月の5年間で約8000トンのCO2を削減しました。
タイルカーペットのリサイクルシステムやリサイクルナイロン糸を使用している、モード
スタイルをご購入いただくとCO2の削減につながります。お客様が、どれだけのCO2の
排出量削減に貢献していただけたかを示す、「CO2排出量削減商品出荷証明書」を発
行いたしますので、弊社営業員までお申し付けください。

市場で廃棄されたタイルカーペットを回収し、新しい
タイルカーペットのバッキング材としてリサイクルして
います。埋め立て地に捨てられる廃材を減らし、持続
可能な生産と消費活動に貢献していきます。

海洋に廃棄された漁網などからリサイクルした糸を
タイルカーペットに使用し、海の環境汚染軽減に貢献
していきます。

リサイクルバッキング

REFINEBACK
リファインバック

e-RECYCLEDにより現場から回収されたあらゆるメーカー
のタイルカーペットをバッキング材として再利用し、多く
の環境ラベルを取得しています。

使用済みのタイルカーペットを再利用

リサイクルナイロン

アクアフィル社が開発した世界の沿岸地域において問題と
なっている廃棄漁網などから再生された水平循環型のリサ
イクル100%ナイロンです。

エコニール

REIMAGINE

持続可能な地球を
目指し常に再考して
行きます。

THE ECONYL®

REGENERATION SYSTEM
REMAKE

復活されたナイロン
ポリマーは、白色の
再現ができ性能は
バージン品と変わり
ません。

RESCUE

世界では漁網の廃
棄による海洋汚染
が深刻な状況であ
り多くの生物が犠牲
になっています。

REGENETATE

再生された廃ナイロ
ンは、バージンナイ
ロンに何度でもリサ
イクルすることがで
きます。

100%リサイクルナイロン

AB210-1～5	 シャンハイプリーツ
AB220-1・2	 アテネプリーツ
AB230-1～3	 ウィーンプリーツ
AB240-1～4	 プラハプリーツ
AB250-1～7	 シアトルプリーツ

AB260-1～3	 リスボンプリーツ
AB920-1・2	 バルセロナツイード
AB980-1・2	 コペンハーゲンツイード
AB990-1～3	 リバプールツイード

対象品番

廃床材リサイクル循環システム
川島織物セルコンは、難燃性・耐久性などに優れた特性を持つ
ビニル床材の再利用を目的とし、長年の技術研究の結果、廃床
材リサイクル循環システム「　　　　　　」を確立しました。
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エコリーフ環境ラベル登録公開

モードスタイルとリファインバックエグザは全点、ライフサイクル全体にわたる定量的な環境情報を、業
界初のエコリーフの登録により公開しています。また商品ごとのCO2排出量の削減効果も併せてご確認
いただけます。これにより、お客様のLEED認証のポイントの獲得に幅広いラインアップで貢献します。
公開先：一般社団法人サステナブル経営推進機構　エコリーフ環境ラベルプログラム
URL：https://ecoleaf-label.jp/

グリーンラベルプラス認証取得

モードスタイルはGREEN LABEL PLUSを取得しています。GREEN LABEL PLUSは、米国CRI（カーペッ
ト＆ラグ協会）が認証するカーペット、ラグ製品の屋内空気環境の認証制度です。これにより、お客様の
プロジェクトにおけるLEED認証の取得のためのポイント獲得に貢献します。

グリーン電力を使用

リファインバックエグザは業界で初めて、製造における電力をグリーン電力で充当し、グリーン・エネル
ギー・マークを取得しました。グリーン電力とは風力・太陽光・バイオマスなどの自然の循環の中で生ま
れるエネルギー源を利用して発電された電力のことです。このグリーン電力の使用により、CO2排出量の
削減に貢献します。

エコマーク認定品

モードスタイルとリファインバックエグザは、全点エコマークを取得しています。廃床材リサイクル循環シ
ステム「e-RECYCLED」により、タイルカーペットの廃床材を主原料としてタイルカーペットとビニル床タ
イルに使用しています。ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく環境保全に役立つ商品と認
められました。モードスタイルとリファインバックエグザを合わせてお使いいただくことで、フロアデザイ
ンの可能性を広げると共に、環境負荷の低減にもつながります。

グリーン購入法適合品

モードスタイルとリファインバックエグザは全点グリーン購入法適合品です。モードスタイルは、カーペッ
トの判断基準「未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合
計重量が製品全体重量比で25％以上使用されていること」を、またリファインバックエグザは、ビニル系
床材の判断基準「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15％以上使用されているこ
と」を、それぞれ満たしています。
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バルセロナツイード
AB920

シャンハイプリーツ
AB210

アテネプリーツ
AB220

ウィーンプリーツ
AB230

プラハプリーツ
AB240

受賞

川島織物セルコンのタイルカーペットシリーズ「MODE STYLE」が、
国際的に権威のあるデザイン賞の「iF DESIGN AWARD 2020」を受賞しました。

「iF DESIGN AWARD」はドイツのiF インターナショナル・フォーラム・デザインが主催し、
優れたデザインの証として世界で最も認知されているデザインアワードの一つです。高いデザイン性と
環境への取り組みが評価され、プロダクトデザイン部門「iF product design award 2020」での受賞となりました。

iF DESIGN AWARD 2020

iF DESIGN AWARD   ht tps://ifworlddesignguide.com/

受賞商品
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COORDINATE 
INTRODUCTION

6	 STYLE-1

8	 STYLE-2

10	 STYLE-32020
モードの世界で長く愛されているツイードやプリーツを
モチーフにした素材感あふれるタイルカーペット。
組み合わせて使うことで、さまざまな役割を持つ空間を繋げ、
また人と人が繋がる場所をリラックスできる心地よい空間に。

REFINEBACK EXA
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REFINEBACK EXA

40	 CaloreConcrete

41	 Stof faConcrete

42	 クッションバック
44	 スペック一覧
48	 ステイクリーン・マーク説明
	 見本帳のご案内・注意事項

TWEED

12	 CopenhagenTweed

14	 MilanoTweed

15	 NewYorkTweed

16	 BarcelonaTweed

17	 BrusselsTweed

18	 TokyoTweed

20	 LondonTweed

22	 LiverpoolTweed

24	 ChicagoTweed

26	 StockholmTweed

PLEATS

28	 ShanghaiPleats

30	 NicePleats

32	 SeattlePleats

34	 AthensPleats

35	 WienPleats

36	 PrahaPleats

38	 LisbonPleats
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STYLE 1
・	 エントランス
 entrance

・	 会議室
 conference room

・	 フリースペース
 free space

・	 ミーティングエリア
 meeting area

O f f i c e

在宅ワーク等が増え、オフィスは来客との打ち合わせのためのコミュニケーションの場へ。
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StoffaConcrete
RE7512-50  p.41

CaloreConcrete     RE7503-25  p.40

ChicagoTweed
AB940-1  p.24

CopenhagenTweed
AB980-1  p.12

A C

A + C + D

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

レザーとブラックを使った上質なインテリア。1枚1枚多彩な表情を持つ
大胆なタイルカーペットをポイントに、色調を合わせたビニル床タイルを
コーディネートしました。印象的なコミュニケーションの場を演出します。

meeting area entrance

free space
A + B

conference room

A

C

D

B

固定のデスクではなく、フリーで使えるエリアを自由に使用するスタイルへ。
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・	 フリースペース
 free space

・	 カフェコーナー
 cafe corner

・	 作業エリア
 work area

・	 ミーティングエリア
 meeting area

・	 個人ブース
 personal booth

O f f i c e

STYLE 2

社員がカフェ感覚で気軽に使え、情報交換ができるオフィス。

8



StoffaConcrete
RE7514-50  p.41SeattlePleats     AB250-5 p.32

StoffaConcrete
RE7511-50  p.41

LisbonPleats
AB260-2  p.38

SeattlePleats     AB250-1  p.32

A

B

C

D E

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

植物が配置された、テラコッタやイエローのアクセントが明るい印象の
インテリア。様々な床材を組み合わせて、空間をゆるやかに仕切ります。

work area
meeting area

A + E

D

cafe corner

B

pe r sona l 
booth

ミーティングやチームでの作業ができるエリア。

B + C

free space

9



・	 客室
 guest room

・	 ワークスペース
 work space

・	 カフェラウンジ
 cafe lounge

・	 フリースペース
 free space

H o t e l

STYLE 3
ホテルは多目的な空間に。リモートワークでWeb会議をしたり、自宅以外のくつろぎの場所として。
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※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

モノトーンを基調とした、シンプルで落ち着いた空間。
さりげないテクスチャー感がある床材で、素材感をプラスします。

cafe lounge
free space

A + B + C

guest room
A + C

work space
B

LiverpoolTweed
AB990-1  p.22

A

Stof faConcrete
RE7513-50  p.41

C

StockholmTweed
AB950-3  p.26

B

ホテルは多目的な空間に。リモートワークでWeb会議をしたり、自宅以外のくつろぎの場所として。

カフェラウンジはPC作業や打ち合わせも可能。

11



ダミー

TWEED

CopenhagenTweed

MilanoTweed

NewYorkTweed

BarcelonaTweed

BrusselsTweed

TokyoTweed

LondonTweed

LiverpoolTweed

ChicagoTweed

StockholmTweed

流し貼り AB980-1　コペンハーゲンツイード

古い街並みが残るデンマークの首都コペンハーゲンの、
ノスタルジックな印象を深みのある色調で表現。
チェックの立体感と粗密感のある大胆な柄が
空間のポイントになります。

コペンハーゲンツイード

CopenhagenTweed
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AB980-2 NEWAB980-1 NEW

500mm

50
0m

m

13,300円/m2　53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜6.0mm（全厚9.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×9.0ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約25㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2200262
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J20-31598

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※1枚１枚多彩な表情を持つ商品となっておりま
す。バランス良く配置していただくことで、大胆で印
象的な空間を作っていただけますので、施工に際し
ては、仮敷きによる出方の確認をお願いいたします。
 ※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイル
の向き、下地の影響等により目地が目立つ場合が
あります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

A タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

C o p e n h a g e nTw e e d

流し貼り AB980-2　コペンハーゲンツイード
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AB900-1 AB900-2

500mm

50
0m

m

13,300円/m2 

53,200円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜6.0mm（全厚8.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×9.2ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約23㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2150102
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J15-31039

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

A タイプ
オプション

AB900-2　ミラノツイード

世界のファッション生地生産の中心地ミラノを、モードスタイルを代表する
商品に。緻密なツイード生地パターンをタフティングで表現。
床を変えるだけで、空間をさらにグレードアップすることができます。

ミラノツイード

Mi l anoTweed

流し貼り
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AB910-1 AB910-2

500mm

50
0m

m

13,300円/m2 

53,200円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜6.0mm（全厚8.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×9.0ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約23㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2150103
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J15-31040

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

A タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

AB910-1・AB910-2　ニューヨークツイード

NYの先進さをモノトーンカラーで表現。ツイード生地の
ボリューム感をカーペットで再現し、クールでモダンなインテリアに、
温かみや柔らかさをプラスできます。

ニューヨークツイード

NewYorkTweed

流し貼り
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AB920-1

AB920-2

500mm

50
0m

m

13,300円/m2　53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜5.0mm（全厚8.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×10.2ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約24㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2160243
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J16-31207

推奨施工方法
流し貼り

お
す
す
め
▶市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

A タイプ
オプション

AB920-1　バルセロナツイード

南欧の都市、バルセロナの空（ブルー）と大地（ハーベスト）を象徴する
カラーで構成。ツイードジャケット生地のパターンを大きく引き伸ばした、大胆で
インパクトのあるデザインは印象的なエントランスやホールづくりに最適です。

バルセロナツイード

Barcel onaTweed

市松貼り
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AB970-1

AB970-2

500mm

50
0m

m

13,300円/m2　53,200円/ケース（材料価格・税別価格）
パイル組成 ナイロン（BCF）100％
パイル形状 カット＆ループ
パイル長 4.0〜6.5mm（全厚9.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×12.2ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約24㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2180367
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J18-31428

推奨施工方法

流し貼り

お
す
す
め
▶ ブリック貼り アシュラー貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※製法上、生産ロットにより若干色差がで
きます。予めご了承願います。

日本製

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

AB970-1　ブリュッセルツイード

ブリュッセルの建築物の構造を、ツイードの立体感で表現。
複雑な色の移り変わりとテクスチャーが、
重なり合う糸の奥行きを感じさせるデザインに仕上げました。

ブリュッセルツイード

Brussel sTweed

ブリック貼り
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東京の活気をイメージしたビビッドカラーは、インテリアにメリハリをつけ、
気分を活性化したいときに最適。粗めのツイード生地のテクスチャーを表現しました。

トーキョーツイード

TokyoTweed

AB960-5　トーキョーツイードブリック貼り
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AB960-2 AB960-3

AB960-4 AB960-5 NEW

AB960-1

500mm
50

0m
m

9,600円/m2 

38,400円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜4.0mm（全厚7.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約21㎏/ケース
色数 5色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2160245
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J16-31209

推奨施工方法
市松貼り

お
す
す
め
▶ ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

A タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

AB960-4　トーキョーツイード／ RE7002-50　コンクオールブリック貼り
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AB930-2　ロンドンツイード

ロンドンの街角で出会うようなツイードジャケットが醸し出す、
大人の雰囲気を表現。ヘリンボーン柄が柔らかく見えるようドットで表現し、
床に使いやすいデザインに仕上げています。

ロンドンツイード

LondonTweed

流し貼り

20



AB930-1 AB930-2 AB930-3

AB930-4

500mm
50

0m
m

9,200円/m2　36,800円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜4.5mm（全厚8.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×11.6ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約21㎏/ケース
色数 4色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2160244
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J16-31208

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

A タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

AB930-1　ロンドンツイード流し貼り

21



数々の名曲が生まれたロンドン郊外の港町リバプール。
海風から身を守る目の詰まったウールコートのような、
MIX感のある複雑な糸使いが特徴です。

リバプールツイード

Li verpool Tweed

ブリック貼り AB990-2・AB990-3　リバプールツイード

22



AB990-1 NEW AB990-2 NEW

AB990-3 NEW

500mm

50
0m

m

8,900円/m2　35,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜5.5mm（全厚8.5mm）
パイル密度 1/12ゲージ×11.4ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約22㎏/ケース
色数 3色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2200264
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J20-31600

推奨施工方法
流し貼り 市松貼り

お
す
す
め
▶ ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

B タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 23



AB940-1・AB940-4　シカゴツイード流し貼り

24



AB940-1 AB940-2

AB940-4AB940-3

500mm
50

0m
m

8,900円/m2　35,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン94％ ナイロン（スペース・ダイ）6％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約20㎏/ケース
色数 4色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2160235
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J16-31210

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

B タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ビジネスの街、シカゴで働く人のジャケットから発想。
スペース・ダイ（かすり染め）糸の微妙な色の変化が特徴で、
ビジネスシーンに高級感を加えたい時に使いたいアイテムです。

シカゴツイード

Chi cagoTweed

25



AB950-1

500mm

50
0m

m

北欧の都市、ストックホルムの森のイメージをカーペットで表現。
緻密な糸の凹凸と光沢糸で陰影をつけたパターンが、
フロア全体のグレード感を高めます。

ストックホルムツイード

StockholmTweed

AB950-1・AB950-3　ストックホルムツイード流し貼り
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AB950-2 AB950-3 NEW

8,900円/m2 

35,600円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×10.9ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約20㎏/ケース
色数 3色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2160236
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J16-31211

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

B タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

AB950-1　ストックホルムツイード流し貼り
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流し貼り AB210-2　シャンハイプリーツ

光を反射するようなプリーツのデザインは、
上海の近代的な都市と、オリエンタルな雰囲気から着想しました。
インテリアのポイントとなる、華やかなバリエーションを揃えました。

シャンハイプリーツ

ShanghaiPl eatsPLEATS

ShanghaiPleats

NicePleats

Seat tlePleats

AthensPleats

WienPleats

PrahaPleats

LisbonPleats
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AB210-2

AB210-4

AB210-5

AB210-3

AB210-1
50

0m
m

500mm

13,300円/m2 

53,200円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜6.0mm（全厚9.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×9.5ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約24㎏/ケース
色数 5色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2180324
防汚性 SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J18-31420

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※柄はつながりません。

クッションバック

A タイプ
オプション日本製

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ShanghaiPl eats
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AB200-1　ニースプリーツ

地中海のグラデーションとプリーツの陰影を、多彩な色彩で表現しました。
他にはないエレガントなデザインが、空間を華やかに印象付けます。

ニースプリーツ

NicePl eats

流し貼り
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AB200-2AB200-1

1000mm

10
0
0m

m

500mm

50
0m

m

13,300円/m2 

53,200円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 ナイロン（BCF）100％
パイル形状 カット＆ループ
パイル長 4.0〜6.5mm（全厚9.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×12.2ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約24㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2180367
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J18-31428

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※製法上、生産ロットにより若干色差ができま
す。予めご了承願います。

日本製

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

AB200-2　ニースプリーツ流し貼り

4枚組柄の並べ方

1：左上 2：右上
3：左下 4：右下

右図の位置で
施工してください。

↑方向

1 2

3 4

31



NEW

NEW

25
0m

m

1000mm

NEW

NEW

AB250-6

AB250-2AB250-1

AB250-5

海や山と高層ビル。自然と都市が融合するシアトルの街のように、組み合わせを楽しめる
カラーバリエーションを揃えた、縦に流れるプリーツのデザインです。

シアトルプリーツ

Seat t l ePl eats

AB250-1・AB250-4・AB250-5・AB250-6　シアトルプリーツアシュラー貼り
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NEW NEW

NEWAB250-7

AB250-3 AB250-4

9,200円/m2　27,600円/ケース（材料価格・税別価格）
パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜5.5mm（全厚8.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×12.8ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 250mm×1000mm
梱包（出荷）単位 12枚（3㎡）/ケース
重量 約16㎏/ケース
色数 7色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2200263
防汚性 SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J20-31599

推奨施工方法
お
す
す
め
▶
アシュラー貼り ヘリンボン貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ヘリンボン貼り AB250-7・AB250-2　シアトルプリーツ
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25
0m

m

1000mm

AB220-1

AB220-2

9,800円/m2 

29,400円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜6.0mm（全厚9.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×12.3ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 250mm×1000mm
梱包（出荷）単位 12枚（3㎡）/ケース
重量 約16㎏/ケース
色数 2色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2180327
防汚性 SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J18-31423

推奨施工方法
お
す
す
め
▶

アシュラー貼り ヘリンボン貼り
※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイ
ルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場
合があります。
※柄はつながりません。

日本製

アシュラー貼り AB220-1　アテネプリーツ

ギリシャ神殿の彫刻からインスピレーションを得た、
流れるようなプリーツのデザインです。シンプルで
明るいカラーで、エレガントなエッセンスを与えます。

アテネプリーツ

AthensPl eats
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AB230-1 AB230-3AB230-2

500mm

50
0m

m

9,200円/m2　36,800円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜5.5mm（全厚8.5mm）
パイル密度 1/10ゲージ×9.5ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約21㎏/ケース
色数 3色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2180325
防汚性 SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J18-31421

推奨施工方法

お
す
す
め
▶流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

クッションバック

A タイプ
オプション日本製

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ウィーンの美しい森に、芸術的な歴史を
重ねたような、複雑な表情をイメージしました。
プリーツの陰影とテクスチャーで、
フロアに奥行きを感じさせる
デザインに仕上げました。

ウィーンプリーツ

WienPl eats

AB230-1　ウィーンプリーツ流し貼り
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AB240-4AB240-3

AB240-1 AB240-2

500mm

50
0m

m

9,200円/m2　36,800円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 3.0〜5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度 1/10ゲージ×10.0ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約21㎏/ケース
色数 4色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2180326
防汚性 SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J18-31422

推奨施工方法
流し貼り 市松貼り

お
す
す
め
▶ ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

クッションバック

A タイプ
オプション日本製 AB240-2　プラハプリーツ

様々な建築が織りなす多彩な街並みを、リズミカルなプリーツの
パターンで表現しました。立体感と透明感を感じる、
新感覚のタイルカーペットです。

プラハプリーツ

PrahaPl eats

ブリック貼り
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※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 37



AB260-1　リスボンプリーツブリック貼り

38



AB260-2 NEW

AB260-3 NEW

AB260-1 NEW

500mm

50
0m

m

8,900円/m2　35,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成 原着ナイロン100％
パイル形状 ハイ＆ローループ
パイル長 2.5〜5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度 1/12ゲージ×11.0ステッチ

バッキング ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布
［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］

寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約22㎏/ケース
色数 3色

制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
（JIS L 4406 23℃ 25％RH 合成ゴム底靴）

防炎性 試験番号　E 2200265
防汚性 SG加工
F☆☆☆☆ 認定番号　J20-31601

推奨施工方法
流し貼り 市松貼り

お
す
す
め
▶ ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、
パイルの向き、下地の影響等により目地が
目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製
クッションバック

B タイプ
オプション

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

リスボンの街に降り注ぐ温かい日差しをイメージした、空間を明るくする
クリアーな印象の色使いが特徴です。柔らかいグラデーションと、
洗練されたプリ―ツの素材感を感じられるデザインです。

リスボンプリーツ

Li sbonPl eats
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RE7501-25 NEW

1000mm

25
0m

m

RE7502-25

RE7503-25 NEW

NEW

RE7504-25 NEW

日本製

四面面取
NS
梨地

8,200円/m2　20,500円/ケース （材料価格・税別価格）

全厚 5.0㎜（トップクリア0.3㎜）
寸法 250mm×1000mm
梱包（出荷）単位 10枚（2.5㎡）/ケース

重量 約24㎏/ケース
色数 4色

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きに
よる柄の出方の確認をお願いします。

CaloreConcrete
カローレコンクリート

バーチの木目とコンクリートを掛け合わせた柄です。
シンプルながらも、見る場所により木目にも石目にも見える、
新感覚の上品なデザインに仕上げました。

リファインバックエグザ

RE7502-25　カローレコンクリート

REFINEBACK EXA

▲施工イメージ （1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

置敷きビニル床タイル

40



500mm

50
0m

m

RE7511-50 NEW

RE7512-50 NEW

RE7513-50 NEW

RE7514-50 NEW

日本製

8,200円/m2　20,500円/ケース （材料価格・税別価格）

全厚 5.0㎜（トップクリア0.3㎜）
寸法 500mm×500mm
梱包（出荷）単位 10枚（2.5㎡）/ケース

重量 約24㎏/ケース
色数 4色

面取無し
NS
梨地

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きに
よる柄の出方の確認をお願いします。

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

リネンの生地とコンクリートを掛け合わせた柄です。
近くで見るとファブリック、遠くから見るとコンクリートの
テクスチャーを感じられるデザインです。

Stof f aConcrete
ストッファコンクリート

RE7512-50　ストッファコンクリート

▲施工イメージ 
  （1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）
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クッションバック 
クッション性のあるバッキングに変更できます。

クッションバックの特長

●	「クッションバック」の敷設時には、下地に湿気がなく、平滑、堅牢であることを確認してください。また、施工中の目地隙や突き上げ、ずれ、めくれは適宜修正してください。
●	接着剤の塗布量は、ポリ塩化ビニルバッキングの約2～3割多くしてください。（100～150g/㎡程度）
●	下地に不陸や段差がある場合は、事前に下地調整を実施してください。
●	「クッションバック」は、重荷重に対する高い復元力がありますが、荷重の強度によって復元するまでの時間に多少の違いがあります。
●	アンダーレイシートの上に施工しないでください。
●	クッションバックはＡタイプとＢタイプのそれぞれ見本としてご用意しておりますが、表面の品番（柄）指定は出来ません。

（例）AB910 -1をクッションバックに変更する場合

AB910-1CU
ご注文方法
通常品番の後ろに「CU」と
明記してください。

※	商品によっては、変更できないものがあります。クッションバック対象品マーク、または下記商
品リストでご確認ください。
※	製造工場の違いで、クッションバックが白色（Ａタイプ）、黒色（Ｂタイプ）の二種類があります。

受注生産対象商品一覧

クッションバック受注生産対象商品リスト

シリーズ名 柄　名 品番
バッキン
グタイプ

クッションバック
変更での全厚
（mm）A B

モードスタイル
［ツイード］

コペンハーゲンツイード AB980	 ● 13.0±0.5

ミラノツイード AB900 ● 13.0±0.5

ニューヨークツイード AB910 ● 13.0±0.5

バルセロナツイード AB920 ● 13.0±0.5

トーキョーツイード AB960 ● 12.0±0.5

ロンドンツイード AB930 ● 12.5±0.5

リバプールツイード AB990 ● 11.5±0.5

シカゴツイード AB940 ● 11.0±0.5

ストックホルムツイード AB950 ● 11.0±0.5

シリーズ名 柄　名 品番
バッキン
グタイプ

クッションバック
変更での全厚
（mm）A B

モードスタイル
［プリーツ］

シャンハイプリーツ AB210	 ● 13.0±0.5

ウィーンプリーツ AB230 ● 12.5±0.5

プラハプリーツ AB240 ● 12.0±0.5

リスボンプリーツ AB260 ● 11.0±0.5

■	快適な歩行感があり、足の疲労を軽減します。
■	クッション下地が不要で、施工時間の短縮が出来ます。
■	再生ポリエステル不織布を使用した、環境に配慮した商品です。

1

2

3

注
意
事
項

裏面 裏面

受注
生産

最低ロット：500m2以上　目安納期：2.5ヶ月
価格：材料価格＋3,000円/㎡（税抜価格）　
梱包（出荷）単位：12枚（3㎡）/ケース
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

オプション対応［タイルカーペット］
受注生産

クッションバック

B タイプ
オプション

クッションバック

A タイプ
オプション
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RE0023-15CPT

RE5062-15CPT

RE5051-15CPT

RE5041-15CPT

RE5021-15CPT

RE5071-15CPT

RE5042-15CPT

RE5462-15CPT

イングリッシュブラウンオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：マット木目エンボス・リアルエッジ

パロットオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：ラスティックエンボス・リアルエッジ

パスカルオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：マット木目エンボス・リアルエッジ

アラバスターオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：マット木目エンボス・リアルエッジ

ホワイトブラシオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：マット木目エンボス・リアルエッジ

キャビンメープル
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：マット木目エンボス・リアルエッジ

ドーンウォール
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様：スレートエンボス・リアルエッジ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

リファインバックエグザコーティングプラス
特殊樹脂コーティングによる防汚性・耐久性アップ。

リファインバックエグザコーティングプラスの特長

（例）RE7501-25をコーティングプラスに変更する場合

RE7501-25CP
ご注文方法
通常品番の後ろに「CP」と
明記してください。

● 全柄に対応
●  メンテナンス時間・コストの削減
● 光沢を抑えた仕上がり
●  ワックスメンテナンスとの併用、切り替えが可能

●  ワックスメンテナンスでは、必ず下地用樹脂ワックス「P-711」を塗布してください。
●   帯電防止性能を求める場合は、仕上用樹脂ワックスとして「ノンスタック」をご使用願い
ます。（汎用樹脂ワックスでは帯電防止性能が低下する場合があります。）

●   エグザフロア対応のニューエグザコーティングプラスとは性能が異なります。
●   通常品と比べ風合い、色合い、光沢度が異なります。
●   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。
●   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。
●   性能を長持ちさせるには適切な日常のメンテナンスが必要です。
●   エンボスの凹凸に入り込んだ汚れや深いキズ等は取れませんので予めご了承願います。
●  耐用年数はご使用の現場の環境条件等により異なります。
●   現場環境・使用条件・使用期間等によりワックスメンテナンスとの併用をおすすめします。

注
意
事
項

オプション対応［置敷きビニル床タイル］
受注生産

受注
生産

最低ロット：50m2以上　目安納期：3週間以上
価格：材料価格＋600円/㎡（税抜価格）　
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお
問合せください。

試験方法：JIS K 3920 耐ヒールマーク性試験 準用
※試験データは社内試験による測定値であり保証値ではありません。

通常品 リファインバックエグザ
コーティングプラス

防汚性能比較試験

下記8品番はコーティングプラスの商品を在庫しています。詳細はリファインバックエグザの見本帳をご覧ください。 

在庫品のご紹介
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AB980-1

AB980-2

AB900-1

AB900-2

AB910-1

AB910-2

AB920-1

AB920-2

AB970-1

AB970-2

タイルカーペット　モードスタイル

商品名 コペンハーゲンツイード ミラノツイード ニューヨークツイード バルセロナツイード ブリュッセルツイード トーキョーツイード ロンドンツイード リバプールツイード シカゴツイード ストックホルムツイード

掲載ページ 12 14 15 16 17 18 20 22 24 26

商品イメージ

寸法 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm

材料価格・税別価格
（㎡） 13,300円 13,300円 13,300円 13,300円 13,300円 9,600円 9,200円 8,900円 8,900円 8,900円

材料価格・税別価格
（ケース） 53,200円 53,200円 53,200円 53,200円 53,200円 38,400円 36,800円 35,600円 35,600円 35,600円

パイル組成 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% ナイロン（BCF）100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン94％
ナイロン（スペース・ダイ）6％ 原着ナイロン100%

パイル形状 ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ カット＆ループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ

パイル長 3.0～6.0mm 2.5～6.0mm 2.5～6.0mm 2.5～5.0mm 4.0～6.5mm 2.5～4.0mm 2.5～4.5mm 2.5～5.5mm 3.0～5.0mm 3.0～5.0mm

全厚 9.0mm 8.5mm 8.5mm 8.5mm 9.5mm 7.5mm 8.0mm 8.5mm 8.0mm 8.0mm

パイル密度
（ゲージ×ステッチ）

1/10×9.0 1/10×9.2 1/10×9.0 1/10×10.2 1/10×12.2 1/10×12.5 1/10×11.6 1/12×11.4 1/10×11.5 1/10×10.9

IFデザイン － － － － － － － － －

マーク

オプション クッションバック
Aタイプ

クッションバック
Aタイプ

クッションバック
Aタイプ

クッションバック
Aタイプ － クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Bタイプ
クッションバック

Bタイプ
クッションバック

Bタイプ

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製
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AB960-2

AB960-4

AB960-3

AB960-1

AB960-5

AB930-1

AB930-2

AB930-3

AB930-4

AB990-1

AB990-2

AB990-3

AB940-1

AB940-2

AB940-3

AB940-4

AB950-1

AB950-2

AB950-3

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

商品名 コペンハーゲンツイード ミラノツイード ニューヨークツイード バルセロナツイード ブリュッセルツイード トーキョーツイード ロンドンツイード リバプールツイード シカゴツイード ストックホルムツイード

掲載ページ 12 14 15 16 17 18 20 22 24 26

商品イメージ

寸法 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm

材料価格・税別価格
（㎡） 13,300円 13,300円 13,300円 13,300円 13,300円 9,600円 9,200円 8,900円 8,900円 8,900円

材料価格・税別価格
（ケース） 53,200円 53,200円 53,200円 53,200円 53,200円 38,400円 36,800円 35,600円 35,600円 35,600円

パイル組成 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% ナイロン（BCF）100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン94％
ナイロン（スペース・ダイ）6％ 原着ナイロン100%

パイル形状 ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ カット＆ループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ

パイル長 3.0～6.0mm 2.5～6.0mm 2.5～6.0mm 2.5～5.0mm 4.0～6.5mm 2.5～4.0mm 2.5～4.5mm 2.5～5.5mm 3.0～5.0mm 3.0～5.0mm

全厚 9.0mm 8.5mm 8.5mm 8.5mm 9.5mm 7.5mm 8.0mm 8.5mm 8.0mm 8.0mm

パイル密度
（ゲージ×ステッチ）

1/10×9.0 1/10×9.2 1/10×9.0 1/10×10.2 1/10×12.2 1/10×12.5 1/10×11.6 1/12×11.4 1/10×11.5 1/10×10.9

IFデザイン － － － － － － － － －

マーク

オプション クッションバック
Aタイプ

クッションバック
Aタイプ

クッションバック
Aタイプ

クッションバック
Aタイプ － クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Bタイプ
クッションバック

Bタイプ
クッションバック

Bタイプ

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製
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AB230-1

AB230-2

AB230-3

AB200-1

AB200-2

AB210-1

AB210-2

AB210-3

AB210-4

AB210-5

AB250-1 AB220-1

AB250-2 AB220-2

AB250-3

AB250-4

AB250-5

AB250-6

AB250-7

タイルカーペット　モードスタイル

商品名 シャンハイプリーツ ニースプリーツ シアトルプリーツ アテネプリーツ ウィーンプリーツ プラハプリーツ リスボンプリーツ

掲載ページ 28 30 32 34 35 36 38

商品イメージ

寸法 500mm×500mm 500mm×500mm 250mm×1000mm 250mm×1000mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm

材料価格・税別価格
（㎡） 13,300円 13,300円 9,200円 9,800円 9,200円 9,200円 8,900円

材料価格・税別価格
（ケース） 53,200円 53,200円 27,600円 29,400円 36,800円 36,800円 35,600円

パイル組成 原着ナイロン100% ナイロン（BCF）100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100%

パイル形状 ハイ＆ローループ カット＆ループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ

パイル長 3.0～6.0mm 4.0～6.5mm 3.0～5.5mm 3.0～6.0mm 3.0～5.5mm 3.0～5.0mm 2.5～5.0mm

全厚 9.0mm 9.5mm 8.0mm 9.0mm 8.5mm 8.0mm 8.0mm

パイル密度
（ゲージ×ステッチ）

1/10×9.5 1/10×12.2 1/10×12.8 1/10×12.3 1/10×9.5 1/10×10.0 1/12×11.0

IFデザイン － － －

マーク

オプション クッションバック
Aタイプ － － － クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Bタイプ

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

46



RE7511-50

RE7512-50

RE7513-50

RE7514-50

AB260-1

AB260-2

AB260-3

AB240-1

AB240-2

AB240-3

AB240-4

RE7501-25

RE7502-25

RE7503-25

RE7504-25

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

置敷きビニル床タイル　リファインバックエグザ

商品名 シャンハイプリーツ ニースプリーツ シアトルプリーツ アテネプリーツ ウィーンプリーツ プラハプリーツ リスボンプリーツ

掲載ページ 28 30 32 34 35 36 38

商品イメージ

寸法 500mm×500mm 500mm×500mm 250mm×1000mm 250mm×1000mm 500mm×500mm 500mm×500mm 500mm×500mm

材料価格・税別価格
（㎡） 13,300円 13,300円 9,200円 9,800円 9,200円 9,200円 8,900円

材料価格・税別価格
（ケース） 53,200円 53,200円 27,600円 29,400円 36,800円 36,800円 35,600円

パイル組成 原着ナイロン100% ナイロン（BCF）100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100% 原着ナイロン100%

パイル形状 ハイ＆ローループ カット＆ループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ ハイ＆ローループ

パイル長 3.0～6.0mm 4.0～6.5mm 3.0～5.5mm 3.0～6.0mm 3.0～5.5mm 3.0～5.0mm 2.5～5.0mm

全厚 9.0mm 9.5mm 8.0mm 9.0mm 8.5mm 8.0mm 8.0mm

パイル密度
（ゲージ×ステッチ）

1/10×9.5 1/10×12.2 1/10×12.8 1/10×12.3 1/10×9.5 1/10×10.0 1/12×11.0

IFデザイン － － －

マーク

オプション クッションバック
Aタイプ － － － クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Aタイプ
クッションバック

Bタイプ

商品名 カローレコンクリート ストッファコンクリート

掲載ページ 40 41

商品イメージ

寸法 250mm×1000mm 500mm×500mm

材料価格・税別価格
（㎡） 8,200円 8,200円

材料価格・税別価格
（ケース） 20,500円 20,500円

全厚 5.0mm（トップクリア0.3mm） 5.0mm（トップクリア0.3mm）

面取加工 四面面取 面取無し

エンボス 梨地 梨地

マーク

オプション リファインバックエグザ 
コーティングプラス

リファインバックエグザ 
コーティングプラス

日本製 日本製 日本製 日本製
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グリーン購入法適合品
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく環
境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品
です。

グリーンエネルギー・マーク
製品製造時に使用する電力をグリーン電力※で賄っている製品に添付するマークです。
※グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス（生物資源）などの自然エネルギーにより発電され
た電力のことです。

エコリーフ環境ラベル
エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品
の全ライフサイクルにわたって、LCA（ライフサイクルアセスメント）による定量的な環
境情報を開示する環境ラベルです。

エコマーク認定品
環境配慮型商品として公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受け
た商品です。

F☆☆☆☆認定品
建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリッ
クス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品とし
て認定された商品です。

グリーンラベルプラス・マーク
GREEN LABEL PLUSは、米国CRI（カーペット＆ラグ協会）が認証するカーペット、ラグ製品
の屋内空気環境の認証制度です。当社では、タイルカーペットのほとんどの製品で、米国CRI
よりGREEN LABEL PLUSの認証を取得しました。これにより、お客様のプロジェクトにおける
LEED認証の取得を、認証ポイント獲得の面からサポートできるようになりました。

帯電防止フィルムマーク
トップクリアフィルムに帯電防止フィルムを使用しています。JIS L 1021-16に準拠した
人体帯電圧3KV以下を社内基準としています。

ステイクリーンマーク
特殊な分子構造により汚れが落ちやすい糸を使用しています。後加工ではないので、
防汚性能が持続します。

制電マーク
一般社団法人日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークで、パイル糸に
導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方に
は個人差があります。
（注）カーペットの人体帯電圧数値は、� �
JIS�L�1021-16�23℃�25％RHにより3Kv以下又は、JIS�L�4406�23℃�25％RHにより
3Kv以下のカーペットに制電カーペットとして当マークの付与が認められています。

防炎マーク
公益財団法人日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーペットです。このマーク
は一般社団法人日本インテリアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。本商品
は防炎性能を持ちますが、不燃を示すものではありません。

防汚マーク
繊維断面が異形中空のナイロンを使用し、汚れが目立ちにくくなっていたり（防汚性）、
汚れをつきにくくする処理（防汚加工）を施したカーペットを示すマークです。

環境ラベル表示 機能表示

持続防汚性能
特殊な分子構造により汚れが落ちやすくなっています。
後加工ではないので防汚性能が持続します。

ECONYL® StayClean
エコニール ステイクリーン

汚れの落ちやすさの理由
汚れを反発させる構造（分子）を追加する事で、水溶性の汚れが繊維表面に留ま
り奥まで入らないため付着しても取れやすくなってます。

ステイクリーン加工することにより
ポリマー構造が整うことで、分子鎖
配列が緻密になります。そのため浸
透性が低く、繊維内に液体が拡散す
る速度が遅いので、シミになる前に
汚れを除去できます。

ステイクリーン加工の
ナイロン原糸

多くの汚れは水溶性でその成分はマ
イナスに帯電しています。ステイク
リーン加工糸はマイナスに帯電して
おり、汚れが繊維に引き寄せられる
ことなく、繊維表面にとどまり、付着
するが取れやすくなっています。

AB210-1～5 シャンハイプリーツ
AB220-1・2 アテネプリーツ
AB250-1～7 シアトルプリーツ

AB230-1～3 ウィーンプリーツ
AB240-1～4 プラハプリーツ対象品番

汚れが付く 洗 浄 汚れが落ちやすい

ステイクリーン未加工の
ナイロン原糸

（自社マーク）

（自社マーク）

（自社マーク）

エコニールの中でも防汚性にすぐれた
ステイクリーン加工を使用し、

さらに初期効果を高めるためにSG加工も施しています。

各種マークの説明
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2018
シリーズ 商品名 品番

タイルカーペット
モードスタイル

ミラノツイード AB900-1,2

ニューヨークツイード AB910-1,2

バルセロナツイード AB920-1,2

ブリュッセルツイード AB970-1,2

トーキョーツイード AB960-1,2,3,4

ロンドンツイード AB930-1,2,3,4

シカゴツイード AB940-1,2,3,4

ストックホルムツイード AB950-1,2

シャンハイプリーツ AB210-1,2,3,4,5

ニースプリーツ AB200-1,2

アテネプリーツ AB220-1,2

ウィーンプリーツ AB230-1,2,3

プラハプリーツ AB240-1,2,3,4

2020
シリーズ 商品名 品番

タイルカーペット
モードスタイル

コペンハーゲンツイード AB980-1,2

トーキョーツイード AB960-5

リバプールツイード AB990-1,2,3

ストックホルムツイード AB950-3

シアトルプリーツ AB250-1,2,3,4,5,6,7

リスボンプリーツ AB260-1,2,3

置敷き
ビニル床タイル
リファインバック
エグザ

カローレコンクリート RE7501-25,RE7502-25
RE7503-25,RE7504-25

ストッファコンクリート RE7511-50,RE7512-50
RE7513-50,RE7514-50

サンプルチップ付き見本帳について 本カタログに掲載されている商品のサンプルチップは、2 種類の見本帳に分かれて付いています。

製品に関してのご注意

【光・熱等の影響】
光や熱、また窒素酸化ガスなどの影響などにより変退色・変形する可能
性があります。また長時間直射日光があたる場所では変退色が早くなる
可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
外部との出入口（風除室）等は、外からの影響で変退色や劣化が早くな
る可能性がありますので、マットの設置をお勧めします。

【汚染による影響】
強い作用を持つ洗剤・漂白剤などの化学物質やマジックインキ・毛染
め剤などの汚染物質により変退色や変質を招く場合があります。またゴ
ム製品や家具などの保護用ゴム剤・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、
カーペットが汚染され変退色を招く恐れがあります。

【色味】
製品の色調は光源の種類、光量などにより異なって見えることがありま
す。また淡色の場合、汚れが目立ちやすくなる場合がありますので、選定
時には十分ご配慮願います。

【タバコ】
火の付いたタバコを落とした場合はすぐに取り除いてください。こげ跡が
つくと取れません。

【家具などによるへこみ】
家具や什器、ハイヒールなどの局所荷重により、へこみ跡が残る場合が
あります。

【重量物による損傷】
タイルカーペットは重量物を置いたままにするとパイルがつぶれたまま
になる可能性があります。ビニル床タイルは重量物や車輪の移動荷重
によって表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。引き
ずったりにじらないようにご注意ください。重量物を置く場合はインシュ
レーターや小さな板等を敷き荷重を分散させてください。

【結露水】
壁面の結露水は、カーペットの変色･カビ・臭気発生の原因となります。
換気を良くするなどの結露対策を講じてください。

【製品の臭い】
製品には素材固有の臭いがあります。臭気が気になる場合は換気してく
ださい。

【その他】
カットパイルは使用中に雲状の色むらに見えることがありますが、この現
象はカットパイル特有の性質であり、品質の欠陥ではありません。

施工上のご注意

【材料について】
梱包ケースに記載の品名、規格、色番号、ロット番号、数量などを確認
し、施工を開始してください。品番・ロットによって寸法や色柄に若干の
バラつきがあります。施工の際はご注意ください。またタイル裏面の矢印
で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色相差のように見えるこ
とがあります。

【現場環境に慣らす】
必ず24時間以上前に搬入し、施工環境温度に慣らしてください。

【適切な保管場所】
製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、６段以上
積まないでください。不陸のある床の上に保管すると歪みや癖が発生し、
納まりが悪くなります。直射日光の当たる場所での保管は避けてくださ
い。なお保管の際は、雨水などによる水濡れを避けてください。

【温度調整】
施工を行う前に、現場環境は室温15℃～25℃、湿度75％以下であるこ
とを確認してください。特にビニル床タイルは、施工時の温度に影響を
受けやすく、室温と床材に温度差があると、接着不良等により施工直後
だけでなく後日、目地隙、突き上げ等を起こすことがあります。

【明るさの確保】
現場が暗い場合は、照明器具を用いて十分な明るさを保ってください。

【清掃】
下地に汚れ等があると十分な接着強度が得られないため、汚れを取り
除いてください。ワックスが付いている場合は除去してください。

【下地調整】
下地に段差等がある場合は平滑にしてください。また下地の影響等で
製品が浮いてしまうような場合は重しを置いてください。

【施工】
反りやはがれ、膨れなどが生じた場合は、直ちに補修してください。放置
すると全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転倒するおそ
れがあります。

【二重床への施工】
二重床はピールアップ性が強く求められるため、接着剤「CP-7L」による
施工が必要です。二重床自体が動く場合があり、それに伴い製品のズレ
や反りが発生する場合がありますのであらかじめズレ防止をしておくこ
とが必要です。

【接着剤】
接着剤は条件、環境等により使い分けをしてください。接着剤は使用方

法に基づきご使用ください。なお、接着剤を使用する際は、換気を十分
に行なってください。

【床材総合カタログの確認】
詳しくは「施工方法/メンテナンス」、タイルカーペットの施工、ビニル床
タイルの施工をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願い
します。

メンテナンス上のご注意

床材を美しく保つには、清掃頻度や歩行量に合わせた日常の清掃
と管理、あらかじめ汚れを水際で防止する配慮が大切です。
タイルカーペットの日常的な清掃は、バキューム(掃除機)作業、シ
ミ取り、パイルのほつれ解消などが作業の中心となります。入口部
分には泥除けマットの設置など外部からの汚れを持ち込まないこ
と、汚れたらすぐに拭き取ることが重要です。またメンテナンスに
は建物に応じて、定期または不定期（年に1～2 回程度）に、製品、施
工方法、使用状況等を考慮して実行することを目的としたメンテ
ナンス計画が必要です。
ビニル床タイルはワックスメンテナンスが中心となります。ワッ
クスメンテナンスは現場状況や目的に合わせて行うことが重要で
す。適切なワックスメンテナンスやコーティングプラスにより美
しい床を長持ちさせることができます。
各基本的なメンテナンス方法等は付属の冊子に記載しております。
また、詳しくは「床材総合カタログの施工方法/メンテナンス」の
カーペットのメンテナンス及びビニル床タイルのメンテナンスを
ご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

特記事項
【タイルカーペット後染め製品について】
後染め製品（ナイロンBCF表記品）は、定期クリーニングや日常の
シミ取り作業を行う際、使用する洗剤によっては色落ちなどカー
ペットの風合いを損ねる場合があります。洗剤やシミ取り剤を使
用される場合は、できるだけカーペットに影響の少ない中性タイ
プを選定し、洗剤に記載されている注意書きを守って頂き、必ず事
前に目立たない箇所で影響のないことを確認してから使用してく
ださい。

【置敷きビニル床タイルについて】
置敷き施工によるリファインバックエグザは、メンテナンスの際
に大量の水や洗剤、ワックスを使用することができません。目地部
分から水が入り込み衛生上好ましくないばかりでなく、接着不良
をおこす可能性があります。また二重床への施工については床下
の配線に悪影響を及ぼすことがありますので十分にご注意願いま
す。またワックス塗布をする際、製品の特性（帯電防止機能）により
ワックスの密着性を上げる必要があります。密着性を上げるため
に必ず下地用樹脂ワックス「P－711」を塗布してください。

【タイルカーペット/置敷きビニル床タイル】についてのお願い





TWEED

AB990-1 NEW AB990-2 NEW AB990-3 NEW

AB950-3 NEW

AB960-5 NEW

AB980-1 NEW AB980-2 NEW

コペンハーゲンツイード

CopenhagenTweed

ストックホルムツイード

StockholmTweed

13,300円/m2 （材料価格・税別価格）

8,900円/m2 （材料価格・税別価格）

トーキョーツイード

TokyoTweed

リバプールツイード

LiverpoolTweed

8,900円/m2 （材料価格・税別価格）

9,600円/m2 （材料価格・税別価格）



PLEATS

AB250-7 NEW

AB250-6 NEWAB250-5 NEW

AB250-4 NEWAB250-3 NEW

AB250-2 NEWAB250-1 NEW

AB260-1 NEW AB260-2 NEW AB260-3 NEW

シアトルプリーツ

Seat t l ePleats

9,200円/m2 （材料価格・税別価格）

リスボンプリーツ

LisbonPleats

8,900円/m2 （材料価格・税別価格）



VINYL FLOOR TILE

RE7511-50 NEW

RE7504-25 NEWRE7503-25 NEW

RE7502-25 NEWRE7501-25 NEW

RE7512-50 NEW

RE7513-50 NEW RE7514-50 NEW

REFINEBACK EXA

カローレコンクリート

CaloreConcrete

8,200円/m2 （材料価格・税別価格）

REFINEBACK EXA

ストッファコンクリート

Stof faConcrete

8,200円/m2 （材料価格・税別価格）



2020.11-2021.10

（2020年11月）
平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、
産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げま
す。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

https://www.kawashimaselkon.co.jp
川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。
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