
床のおもてなし
耐久性に優れた糸で織り上げ、日本の伝統紋様を表現。

趣のある和の心が伝わる、和織物の床。

和
織
床
waoriyuka



和織床とは 従来の畳表とは違った日本の伝統柄からなる独創的な和柄床材です。
織物ビニル生地の耐久性や耐光性を活かした商品です。

WA3T2004 WA3T2005

Shippo-ori

七
宝
織

和織床タイル
8,900円/㎡（材料価格・税別価格）
35,600円/ケース

寸法：500mm×500mm　厚み：3㎜　梱包（出荷）単位：16枚（4㎡）/ケース　原産国：中国

※製法上、柄は合いませんのでご了承願います。
※別冊「商品のご案内」を必ずご確認ください。

輸入品のため、事前の在庫確認を
お願いいたします。在庫品［接着工法品］

WAF1001 WAF1002 WAF1003

WAF2001 WAF2002 WAF2004

Muji-ori

無
地
織

Shippo-ori

七
宝
織

和織床（巻込み仕上）
12,500円/枚（材料価格・税別価格） 寸法：850mm×850mm　厚み：7㎜　原産国：日本（表地：中国）

最低ロット：20枚以上 2枚単位／目安納期：3週間
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。

受注
生産［接着工法品］

1



和織床タイル

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

お部屋には和織床で快適なくつろぎを。
廊下にはキャリーバックの
走行性がよい和織床タイルを。

快適性と機能性で
オール和空間。

無地織 WAF1003 
和織床（巻込み仕上）

七宝織 WA3T2004 
和織床タイル

和織床（巻込み仕上）

2



やさしい肌触りで、快適に気持ちよく
過ごしていただけます。

素足で歩くから気付く 
品質の良さ。

無地織 WAF1003 
和織床（巻込み仕上）

3



光のあたり具合で表情が変わるので、
季節の移ろいも楽しめる、飽きの来ない床。

重厚感のある空間を 
引き立てるタイル。

七宝織 WA3T2004 
和織床タイル

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 4



無地柄と七宝柄のコーディネートによる
凹凸感が奏でるくつろぎの空間。

柔らかい和の雰囲気を 
奏でる優れもの。 

七宝織 WAF2002
和織床（巻込み仕上）

無地織 WAF1002
和織床（巻込み仕上）

5



ビニル床タイルとの貼り分けも
豪華な空間を演出します。

ホテルや民泊などにも
万能な次世代タイル

七宝織 WAF2001
和織床（巻込み仕上）

RE5161-15 
ホワイトアッシュ

リファインバックエグザ
無地織 WAF1001
和織床（巻込み仕上）

段差は約2mm

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

Point

壁際にリファイン
バックエグザを使
用すると、和織床
（巻込み仕上）はカッ
トせずに収めるこ
とができます。

Point

ベットルームは耐荷重
のあるリファインバッ
クエグザ。くつろぎの空
間には和織床を。

6



和織床タイルなら、家具やベッド等の
重量物を置くことができます。

おもてなしは足もとから。

旅の疲れを癒す第一歩。 
履物を脱いでやすらぎの足ざわり。

和織床で極上の世界へ。

七宝織 WA3T2005
和織床タイル

七宝織 WAF2004
和織床（巻込み仕上）

COVER PHOTO

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。
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商品のご案内

和
織
床
waoriyuka



今までになかった独創的な和柄床材
従来の畳表とは違った日本の伝統柄からなる独創的な和柄床材です。
織物ビニル生地の耐久性や耐光性を活かした商品です。

商品ラインナップ

Shippo-ori

七
宝
織

Muji-ori

無
地
織

Shippo-ori

七
宝
織

850㎜

850
㎜

850㎜

850
㎜

500㎜

500
㎜

WAF1001 WAF1002 WAF1003 

WAF2001 

WA3T2004 WA3T2005 

WAF2002 WAF2004 

和織床（巻込み仕上）

和織床タイル

最低ロット：20枚以上 2枚単位／目安納期：3週間
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。

受注
生産

■ 和織床（巻込み仕上）

（材料価格・税別価格）12,500円/枚
素材 表面 織物ビニル生地

基材 ポリエチレンシート・MDF
裏面 ポリエチレンクロス

規格 寸法 850mm×850mm
厚み 7mm
梱包（出荷）単位 2枚/単位
重量 約2.5㎏/枚
色数 6色

特性 防炎性 試験番号E2190207
F☆☆☆☆ 認定番号J19-50031
原産国 日本（表地：中国）

施工方法 接着工法 床用の両面テープ、ピール
アップボンド等による施工

市松貼り

素材 表面 織物ビニル生地
バッキング PVC・グラスファイバー

規格 寸法 500mm×500mm
厚み 3mm
梱包（出荷）単位 16枚（4㎡）/ケース
重量 約16㎏/ケース
色数 2色

特性 防炎性 試験番号E2160187
F☆☆☆☆ 認定番号J16-31190
原産国 中国

施工方法 接着工法 指定接着剤　FB7500、
RFボンド、ルビロンエコプラス
※詳しくは当社WAYFLOR見本帳、
床材総合カタログをご確認ください。

市松貼り

■ 和織床タイル

（材料価格・税別価格）8,900円/㎡
35,600円/ケース

※製法上、柄は合いませんのでご了承願います。
※和織床の生地及びタイルは原産国中国により在庫状況・納期等ご確認ください。

［接着工法品］

輸入品のため、事前の在庫確認を
お願いいたします。在庫品［接着工法品］

1



※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

快適性と耐久性を選択できる2タイプ
和織床には巻込み仕上とタイルの2種類があり目的に合わせたトータルな和空間をつくることができます。
エントランスや通路には土足対応の和織床タイル、居室にはソフト感のある和織床（巻込み仕上）をおすすめします。

和織床
（巻込み仕上） 和織床タイル

土足対応の優れた耐久性

キャリーバッグの快適走行

素足で歩く時の肌触りの良さ

適度なクッション性が心地よい

ト
ー
タ
ル
和
空
間

和織床（巻込み仕上）

和織床タイル

2



段差 約 2 mm

和織床（巻込み仕上）をカットすることなく
周辺のリファインバックエグザをカットす
ることでさらに施工が簡単です。

リファインバックエグザ

和織床（巻込み仕上）

Point

ビニル床タイルとのバリアフリー施工
和織床（巻込み仕上）は少ない段差で他の仕上げ材と合せることができます。
多種多様なリファインバックエグザとの組み合わせは、空間デザインを広げます。

ベッドルームは耐荷重のあるリファインバックエグザ。くつろぎの空間には和織床を。

快
適
デ
ザ
イ
ン

和織床（巻込み仕上）とリファインバックエグザの組み合わせは
安全でおしゃれな空間をつくることができます

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。

現場施工による簡単仕上げ
和織床（巻込み仕上）と和織床タイルはカッターナイフで切ることができます。畳施工のような専門業者を必要としません。
下地の作り込み等が不要で、既成サイズの製品を現場施工することで時間とコストの削減ができます。

電動工具は不要。ほとんど音が出ないため周辺への騒音の心配がなく、
施工時間の制約が少ないので店舗等の休業時間を減らすことが出来ます

省
施
工

生地がほつれにくい
point 1

カッターナイフで
カット出来る

point 2

※基本的なカット及び端の巻込み方法は巻末10ページをご確認ください。

基材のカット 残した生地を巻込む

4



全点 防炎認定品・シックハウス対策認定品

公益財団法人日本防炎協会の防炎性試験に合格した床材です。このマークは一般財団法人日本インテ 
リアファブリックス協会（NIF）の統一マークです。本製品は防炎性を持ちますが、不燃を示すものでは 
ありません。

建築基準法施工規則が定める等級区分とその基準に準じ、インテリアファブリックス性能協議会が 
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。

あたりまえの安心・安全機能があります

安
心
・
安
全

水性汚れが浸み込みにくいのでお手入れ簡単
表面生地は水に強く、中まで浸み込みにくいため水性汚れ等はしばらく浮いた状態になっていますので、
ふき取ることにより簡単に取れます。

簡
単
お
手
入
れ

60分後

水を滴下後の
経過をみる

※各種試験データは全て社内試験による測定値であり保証値ではありません。製品及び現場状況やメンテナンス方法により異なりますのでご了承願います。

5



高耐光

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

日焼対策、抜群の耐光性
天然イ草は日焼けにより色あせが起こります。和織床は日焼けしにくく高級感を保ちます。

優
れ
た
耐
久
性

耐光性能 最高レベル8級

和織床 生地

8級 8級以上 4級未満

イ草畳 表生地

日焼けに強く、日当たりの良い窓辺でも美しい色が長持ちします高耐光

評価は1級から8級までランク分けされており、照射時間の長さと日焼けの 
程度で評価されます。8級が最も日焼けしにくく優れていることを示します。

高耐光商品は、製品の長寿命化を促すことから環境適合性の面でも優れています。
繊維製品は、自然光（太陽光線）や照明の光を受けて色褪せします。
光の作用によって、色が変わる恐れがないかどうかを人工光源を使って短時間で判断できるように調べる試験方法が、
JIS L 0842で規定される「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」です。

※当社では4級以上を合格基準としていますが、中でも高耐光は7級以上の優れた性能を保持しています。なお、こうした等級判定は
一定条件下の試験結果であり、実際のご使用においては、日照条件などにより日焼けの仕方が異なります。

試験方法：JIS L 0842　紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法

※各種試験データは全て社内試験による測定値であり保証値ではありません。製品及び現場状況やメンテナンス方法により異なりますのでご了承願います。

6



長持ち①　表面強度
JIS基準によるテーバー試験により、和織床生地の優れた耐久性能結果が出ました。

優
れ
た
耐
久
性

表面の耐摩耗性能が高く長持ちします

和織床 生地

和織床は
1000回でも
糸切れなし！

試験方法：JIS A 1453　建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法（研磨紙法）準用

200回転　比較試験結果 1000回転

イ草畳 表生地

【耐磨耗性試験】
■	試験方法：JIS	A	1453
	 建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法
	 （研摩紙法）準用

※各種試験データは全て社内試験による測定値であり保証値ではありません。製品及び現場状況やメンテナンス方法により異なりますのでご了承願います。

7



※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

長持ち②　歩行での磨耗性強度
JIS基準によるリッソン試験により、和織床（巻込み仕上）の優れた耐久性結果が出ました。

優
れ
た
耐
久
性

糸きれがしにくく長持ちします

凹み跡は出るが
糸切れなし！

2000回往復　比較試験結果

和織床（巻込み仕上）

試験方法：JIS L 1021-11　繊維製床敷物試験方法第11部：磨耗強さ試験方法準用

ポリプロピレンタイルカーペット 化学畳

【耐磨耗性試験】
■	試験方法：JIS	L	1021-11
	 繊維製床敷物試験方法
	 第11部：摩耗強さ試験方法準用

※各種試験データは全て社内試験による測定値であり保証値ではありません。製品及び現場状況やメンテナンス方法により異なりますのでご了承願います。

8



和織床（巻込み仕上）　取扱説明書

・本製品は一般内装用の床材です。屋外には使用できません。
・本製品は、土足用途や水濡れ・汚れの激しい場所には使用しないでください。
・本製品の裏面は、滑り止め加工を施しておりません。必ずピールアップボンドや床用の両面テープ等で下地と固定をしてください。
・製品は出来る限りカットが入らないことをおすすめします。 ※現場調整をお願いすると共に、和織床の周りをリファインバックエグザ等で施工し、周りの商品をカットすることをおすすめします。
・柄はつながりません。
・サイズについては若干の寸法誤差がありますのでご了承ください。(サイズ：±1㎜　厚み±0.5㎜ 程度)　
・製品サイズの誤差、現場自体の寸法誤差などにより隙間が出たり、端が入らない場合がありますので現場調整、施工調整をお願いします。
・表生地は塩化ビニル織物を使用しているため、塩化ビニル特有の臭いを感じる事がありますが 健康を害するものではありません。十分な換気を行ってください。
・使用環境にて、多少の伸縮・反りが発生する可能性があります。 ※反りや突き上げ、目スキ、浪打ち等が発生する場合があります。材料の特性上、発生する現象ですのでご了承ください。
・本製品はを廃棄する際は、法律および各地方自治体の規制に基づき適正に処理してください。

■製品に関してのご注意

■施工上のご注意
・本製品は、必ず固く平滑な仕上げの床面に設置ください。（下地の種類：木質系・石材系等）
・カーペットや畳の上など、凹凸があったりやわらかい場所でのご使用はお避けください。滑ってケガをする恐れがあります。
・施工床面は埃や汚れ、不陸などを取り除いてください。
・本製品を床の上で引きずらないください。床や本製品にキズを付ける原因となります。
・設置する床は完全に乾燥している状態である事をご確認ください。
・サウナなど高温・多湿になる場所へは、使用しないでください。
・床暖房や熱のかかる部位での使用は避けてください。
・製品サイズの誤差や現場自体の誤差などにより、隙間が出たり、端が入らない場合がありますので現場調整、施工調整をお願いします。
・市松貼り施工でお願いします。
・製品には若干の寸法誤差があります。四方の角を合わせながら施工調整をお願いします。
・両面テープやピールアップ施工後に製品をはがす場合は、接着の強さにより 裏面のシートが剥がれる場合があります。
・ピールアップ施工をお奨めしますが、現場の状況に合わせ適切な接着剤をご使用ください。

■使用上のご注意
・製品はクッション性を持たせているため歩行程度でも表面に凹み跡ができますが、時間の経過により元に戻ります。
・家具(特に移動させるような)などはなるべく本製品の上に置かないことをおすすめします。凹み跡が元に戻らないこともありますのでご了承ください。
・ピアノ、ベッド、テレビ台などの重量物は凹み跡が戻りません。重量によっては基材を破壊するような場合があります。
・やむを得ず家具などを置く場合いは脚部にインシュレーターや小さな板などを置き荷重を分散させてください。
・テーブル・椅子の家具の脚などの局部荷重により、引きずると、表面を損傷する恐れがあります。
・ゴムキャップ付の車輪は、種類により色移りすることがあります。 色移りすると取れませんのでご了承ください。
・本製品の上に飛び乗ったり、走り回ったりしないでください。
・本製品の角に強い衝撃を当てないようにしてください。
・本製品の上で直接アイロンを使用しないでください。変形・変色の原因となります。
・本製品の表面にマジック・インクなどを付けないでください。落ちないことがあります。

必ずお読みください。

製品をカットする場合
・製品はカッターナイフで切ることが出来ます。良く切れるカッターで10回程度切込みを入れてください。 ※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。
・表生地はほつれにくく接着されいていますが、耐久性と意匠性を保つため、巻込み仕上をおすすめします。
・壁面等でカット面を切りぱなしのまま納める場合は木工用ボンド等で補強願います。 ※接着剤が表に出ないようにご注意ください。
・開口部などの製品の側面が見える場所は見切り金物などで補強をお願いします。
・巻込み仕上の施工は右記「基本的なカット及び端の巻込み方法」を参考に施工願います。

■基本的な施工手順
①貼り方向・取り合わせを検討します。
②敷き込み部分の各辺の長さを測定し片寄りがなく、歩留まりが良いように割り付け墨出しの基準線をきめます。
③貼付け前に、仮置きして貼り方向・貼り合せをご確認ください。
④ 接着剤：●ピールアップ施工の場合：クシ目ゴテで目安の塗布量を塗布して下さい。必ず接着剤が透明になってから施工を開始し貼付け可能時間を守ってください。
　　　　　※目安塗布量　吸水性下地：約100～120ｇ/㎡　非吸水性下地：約80～100ｇ/㎡　※ピールアップボンドはCP6-Nをご使用ください。 
　　　　　●両面テープの場合:製品裏面の上、中、下の川の字3ヵ所に貼ってください。
　　　　　※両面テープやピールアップボンドの取扱いは容器等に記載されている取扱説明書をご確認ください。
⑤基準線より４辺の角を合わせながらずれないように市松貼り施工をお願いします。
⑥端部でカットがある場合は下記「カット方法」を参考に施工願います。

別冊の WAYFLOR 見本帳、床
材総合カタログの施工説明書を
ご確認ください。

和織床タイルの施工について

※詳しくは床材総合カタログの施工方法・メンテナンスをご確認ください。9



※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

■基本的なカット及び端の巻込み方法

仕上り線より1mm
程度内側をカット

表の生地を仕上がり線より少し大きめに剥がして
めくります。

切り込みを入れたら、裏生地をゆっくり剥がし
ます。

次に、裏面の生地を剥がすために、仕上がり線
の部分を軽くカッターで切り込みます。
POINT: 巻込む生地の厚み1mm程度を考慮し、印
の内側をカットする。

POINT: 生地に残ったポリエチレンシートは全て
剥がしてください。

中芯のカットの前に、養生テープ等で表生地が
中芯にかからないように仮止めすることをお
すすめします。

⑨裏面シートのカット ⑩裏面シートを剥がす ⑪表の巻込み生地を剥がす ⑫巻込む生地を切らない準備

残り幅が1枚分より短くなるまで、市松貼りで敷
き詰めます。

ガイドとなる製品を上からかぶせて、カット位置
を決める。

先ほど印を付けた箇所から、表生地の巻込み
部分を作るために、５cm外側にも印を付けます。

③でつけた印

POINT: 市松の方向性を確認してカットします。

①製品を敷く ②カットの準備
生地が重なった部分に鉛筆等で印をつけます。
③カットラインを入れる ④巻込む生地のカットラインを入れる

下地を傷つけないように、段ボールやカッター
マット等の下敷きを敷いて、裏面の5cm外側
に引いた線に、10回程度カッターで切り込み
を入れます。

外側に引いた線

裏面への印を入れる。 側面まで伸ばした印を元に、裏面にも線を入れ
ます。

側面まで伸ばした印を元に、巻込み部分のカット
ラインを入れます。

⑤裏面のカットラインを入れる ⑥裏面のカットラインを入れる ⑦巻込みのラインを入れる ⑧巻込みの生地を残したカット

POINT: 表地を切らないように注意

接着剤が完全に乾くまで待ちます。 最後に壁側の端にはめ込みます。他の生地も同
様に行います。

その後、中芯にカッターで10回程度切り込みを
入れてカットします。

表生地を裏面に接着剤等で貼り付けます。しわ
が入らないように引っ張りながら巻込みます。
※接着剤等の選定・使用方法は、各取扱説明書を参考にし
てください。

⑬仕上りサイズのカット ⑭巻込み部分の接着 ⑮巻込みの完成 ⑯製品を敷く

 動画でもご確認いただけます。▶
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■メンテナンス上のご注意
・表生地は織物の特性上、織り目の中に汚れが入ると取れにくい場合がありますので出来る限り早く、汚れたら直ぐに対処してください。
・水等をこぼした場合は直ぐに拭きとってください。
・日頃の清掃と換気を必ずおこなってください。汚れやホコリ 過度の湿気などの条件ではカビやダニが発生し、健康を害する恐れがあります。
・掃除機は、生地目に沿ってかけてください。掃除機のブラシ回転機能を活用可能です。
・日常のお手入れは、掃除機で表面のごみ・ちりを吸い取った後 乾いた布巾で生地目に沿って拭取りください。
・必要に応じて、かたくしぼったぬれ布巾で表面を軽く拭きってください。
・過度な湿気を含ませないために、お天気の良い日には窓を開け風通しを良くしてください。
・スチームモップ、スチームクリーナー等の強い蒸気を用いる掃除機は使用しないでください。
・ ワイン・ビール等のアルコール類をこぼした時は、すぐにかたくしぼった布巾で拭取った後、乾いた布巾で叩きながら拭取りください。 

※アルコールによって表面生地とクッション材の接着強度が低下する恐れがありますので、すぐに拭取りください。
・ たばこを落として表面が焦げてしまった場合は、火を消した後かたくしぼった布巾で拭取ってください。 

※本製品は防炎認定商品ですが、焦げ跡は、補修ができません。

汚れのひどい場合のお手入れ方法
汚れの種類 方　法

コーヒー、ジュース、チョコレート、クリームなど 温水を含ませた布巾で拭取ってください。
汚れが残る場合、中性の万能クリーナー(pH7-8.5)で汚れを落としてから洗剤が残らないよう再度温水を含ませた布巾で拭いてください。

血液 冷水でブラッシングしたあと布巾で拭取ってください。
汚れが残る場合、アンモニアでブラッシングしたあと布巾で拭取ってください。

錆 弱酸性の洗浄剤（pH3-4）を塗布後5～10分置いてください。その後、温水でブラッシングしたあと布巾で拭取ってください。

水溶性接着剤 温水でブラッシングしたあと布巾で拭取ってください。

溶剤系接着剤 しみ抜き材（ベンジン等）でブラッシングしたあと布巾で拭取ってください。

靴の跡 乾いた布で拭取ってください。

チューインガム ガム除去剤またはコールドスプレーを塗布しブラッシングしたあと布巾で拭取ってください。

■和織床 表生地サンプルについて
サンプルは生地サンプルとなります。ご依頼は下記品番にてご依頼願います。 ※巻込み仕上、タイルとは品番が異なります。

無地織 七宝織

WAK1001 WAK1002 WAK1003 WAK2001 WAK2002 WAK2004

※生地に関するお問い合わせは弊社営業員までお願いいたします。 ※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。
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