TAJIMAは独自技術を磨き、

天然リノリウム床材

循環型社会の実現に貢献します

はカーボンニュートラルを達成

マーモリウムは天然素材から作られたリノリウム床材です。
自然由来の材料を用いてるうえに、72%の再生可能な材料、43%のリサイク
ル材料から製造され、可塑剤や化学物質は含まれていません。
さらに、廃棄時に埋めれば土に還る生分解性も備えています。地球環境
にやさしい、持続可能な床材として、
その安全性は世界中で高い評価を受けています。

当社では、
企業活動のさまざまな場面で循環型社会の実現に向け、
つねに独自技術を磨き、
努力を積み重ねています。

「環境製品宣言
（EPD）
」
を取得しています

製品や工法の開発段階から、
製造、
物流、
施工、
使用、
廃棄、
再利用まで、
床材事業における具体的な取り組みについてご紹介します。
循環型社会の構築に応えていくことは、
当社の大きな使命であると考えています。

開発・製造

EPD : Environmental Product Declaration

持続可能な生産・消費サイクル
原材料（植物・鉱物）

製造工場

再利用・生分解

床材の製造時に発生する廃棄物をゼロに近づけます

再資源化サイクル

カーボンニュートラル証明書を発行いたします。

ビニル系床材には、使用済みになった農業園芸用ビニルフィルムや工場内リサイクル材等の再生原料を使用しています。
新規原料の使用率削減、環境負荷を低減させ、
さまざまな工程を経て美しい床材に生まれ変わります。

再生ビニル使用

Through the use of rapidly growing
natural raw materials and renewable
electricity, the weighted average of
the Marmoleum portfolio is carbon
neutral, cradle to gate, without the
need to offset. Marmoleum 2.5mm
sheet is actually carbon negative as
it removes carbon from the
atmosphere.

原材料となる植物が
CO2を吸収

工場内リサイクル

農業・園芸用のビニルフィルム等を床材に再利

製造工場では
グリーンエネルギーを使用

製造工程で排出される
端材等は製品に再利用

生物分解性があり、
埋めると土に戻る

加工端材はすべて床材にマテリアルリサイクル。離
れた工場間でも、再生材をやりとりし、最終的に廃

けて開発し、1974年より行っています。

棄物を出さない仕組みを作り上げています。

WITHOUT BUYING CARBON CREDITS
BUYING 1,000 M2 EQUALS A COMPENSATION OF DRIVING 421 KM*

Issued

工場内
リサイクル

床材

グリーン購入法適合

CASBEE評価への寄与

環境省より
「国等による環境物品等
の調達の推進等に関する法律」。
グリーン購入法に適合した製品に表示。

CASBEEは、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の
使用といった環境負荷低減への配慮などの面で、建物の
環境性能を総合的に評価するシステムです。
そのなかで当社のグリーン購入法適合品やエコマーク認
定商品は、
「LR2. 資源・マテリアル」
の分野で
「非構造材料
におけるリサイクル資材の使用状況の評価」
へ寄与すると
考えられます。

財団法人日本環境協会エコマーク
事務局よりエコマークを取得。

※評価対象の適否は当社の判断です。正式には所轄自治体等の判断基準によります。

リサイクルシステムを考慮した床材と工法の開発
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カーペットタイル

対象商品：マティル、
ウッドライン ほか
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レイフラットタイル

複層ビニル床タイル
（FT）

対象商品：パーマリュームEM ほか

リサイクル
配合
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耐薬品性

紫外線カーボンアークによる光源を160時間照射した
過酷な試験においても色の変化はほとんど見られません。

試験前

塩素系漂白剤を10㎖滴下し、24時間放置しても色の
変化はほとんど見られません。

160時間照射後

試験前

滴下後24時間

“ECONYL®”リサイクルナイロン糸を
中高級 “TZ”シリーズに積極採用
再びファッションやインテリアの業界で使用されています。

当社では、原料にリサイクル材を配合することでCO2削減に貢献しています。
下は商品ごとに100％バージン配合とリサイクル配合を比較したグラフです。

複層ビニル床シート
（FS）

※一部製品を除く

ECONYL®リサイクルナイロンは、
回収されたナイロン廃棄物を原料とし、100％リサイクルされた糸です。

レイフラットタイルやカーペットタイルといった、置き敷きしても安定する材質と構成がそのひとつです。

対象商品：Pタイル ほか

優れた耐候性と耐薬品性を持ち、
より長く使用することができます。

世界中の漁網、布地、
カーペット、工業用プラスチックからリサイクルされた高品質のポリアミド糸で、

置敷きビニル床タイル

リサイクル配合でCO2削減に貢献

※

原着ナイロン糸は、
紡糸前の原液の段階で着色を行うため、直射日光や塩素系漂白剤などへの耐性があり、
色落ちしにくい特長があります。

製品
端材等

エコマーク取得

※それぞれの当該製品は、
パンフレット裏面をご確認ください。

フォルボ社ではマーモリウムを採用した建
造物に対して、
カーボンニュートラル証明
書を2021年7月末より発行しています。
証明書の発行をご希望の方は、
お近くの田
島ルーフィング
（株）支店営業所へお問い
合わせください。

※1 米国UL社：世界的な第三者安全科学機関 ※2 ライフサイクルアセスメント (LCA)：製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取／原料生産／製品生産／流通・消費／廃棄・リサイクル）、
またはその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法

※使用済みになったビニールハウス等の農業用資材

TAJIMAのビニル系床材は、
右記の環境ラベルを取得しています

Marmoleum
Environmental
Product Declaration**
has been certified by

* Since 2020 the EU requires a limit of 95 grams CO2 per Kilometer (g/km)
** https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/13127/Forbo_Marmoleum_Marbled_2.0&2.5mm_EPD.pdf

埼玉工場、
埼玉第二工場

POINT

Certificate Number

AT FORBO FLOORING SYSTEMS WE REALIZE YOU HAVE CHOICE AND ARE VERY GRATEFUL FOR YOUR CONSCIENCE
SELECTION OF MARMOLEUM THAT TRULY CONTRIBUTES TO CREATING BETTER ENVIRONMENTS

耐候性

コンポジションビニル床タイル
（KT）

THROUGH PURCHASING
2,5 MM FLOORING FOR YOUR PROJECT

FROM THE EXTRACTION OF RAW MATERIALS
UNTIL THE MOMENT OF SHIPMENT

Jean-Michel Wins
Executive vice-president
Forbo Flooring Systems

カーペットタイルでは原着ナイロン糸を採用
リサイクル

NEGATIVE

40 GRAMS OF CO2 PER M2 ARE TAKEN
OUT OF THE ATHMOSPHERE

保有する各種のビニル床材の製造設備において、

浄・粉砕・造粒といった工程の技術をほかに先駆

CARBON
MARMOLEUM 2,5 MM

C E R T I F I C AT I O N
OF CONFORMITY

カーボンニュートラル

用。
このリサイクルによって必要な回収・分別・洗

農ビ※

マーモリウムは、
米国第三者認証機関※1に
※2
より、
ライフサイクルアセスメント
（LCA）
にて、
原材料の確保から製造までの過程で、
二酸化炭素排出量が減少するとの認定を
得ています。
マーモリウムを1㎡生産するご
とに、
平均40gのCO2の排出を抑制します。

リサイクル
配合

いずれの製品も
CO2削減を実現できて
いることがわかります

当社はECONYL®ナイロンを使用した製品を製造しています。

物流

梱包や輸送時の環境負荷を軽減します

簡易梱包による納入方法の検討

品質保証を優先した簡易梱包による商品および材料の納入方法を検討しています。

カーペットタイル・ソフト巾木の軽量化

一般的な製法より20％の軽量化を実現し
（当社比）、輸送時のCO2の排出量
削減や作業負担軽減に貢献します。

施工

床材事業における
環境対策の歩み

端材の改修と梱包材のリサイクル

施工端材の回収と再利用

当社は床材を通じてお客様の快適な空間づくりに貢献すると同時に、
開発製造を中心に長年にわたり、
地球環境へ配慮した企業活動を展開してきました。

環境省の広域認定制度（廃掃法第15条の4の3に基づく特例）
により環境大臣の認定を受けた関連団体のもとに、

2022

建設現場で発生するビニル床材の施工端材・余材および使用済み置敷きビニル床タイルを回収し、再利用しています。

2011

廃棄を抑える梱包材の使用

カーペットタイルを20%軽量化

再利用可能な素材の梱包紙に変更し、
そのリサイクルを推進。
また、
リサイクル可能なプラスチック容器（Rパック）
を下地補修材・下地表面強化材に採用しています。

使用

フラッター

2009
ソフト巾木を20%軽量化

長寿命化、
無害化とノーワックス品の導入

VOC
対策品

タフゾーン

非塩ビ・
天然素材

モルタライク

2005

2003

水系接着剤、
下地補修材容器に
「リサイクル容器
（Rパック）
」
を採用

建築基準法の改正により、
接着剤のホルムアルデヒド放散の区分が
全品種F☆☆☆☆
（5μg／㎡・h以下）
に

当社の各種床材、接着剤等の商品群はすべてホルムアルデヒドを一切使用していません。
またトルエ
ン・キシレンを廃止、接着剤の無害化・無溶剤化を進め、VOC対策の商品を提供。可塑剤の揮発を大
きく抑えたビニル床材を用意しています。
さらに天然原料使用の床材（リノリウム）
も提供しています。
ACフロア

ノーワックスメンテナンス商品によるCO2削減

1回の剥離洗浄・ワックスがけの作業に伴うCO2排出量（予測）

ノーワックスタイプであれば右記のメンテナンスが不要となるため、CO2削

ポリッシャーがけ

吸水バキューム

2002

マーモリウム

ワックスがけや剥離洗浄時に電気や水を使うことでCO 2が発生します。

扇風機

減につながります。
また、
廃液を減らすことにもなり、
環境負荷を低減します。

溶剤系接着剤からBTXを廃止
環境対応接着剤
「AK」
「RK」
「K」
発売

2001
対象製品が
グリーン購入法に適合

2002
2.508kg-CO2

1.045kg-CO2

0.141kg-CO2

POINT

ノーワックスタイプなら
メンテナンス回数が減ってCO2の削減に
パーマリュームEM

ノーワックスメンテナンス製品
「ACフロアEM」
を発売

長寿命シート
「タフゾーン」
を発売

求められる建築材料の長寿命化にこたえ、
より長く使い続けられる商品を開発し、提供しています。

有害物質の排除と代替を推進

2007

2006

長寿命化商品の提案と商品開発

レイフラットタイルノーワックス

対象製品が
エコマークを取得

1986
床材製造において
アスベスト使用を全面廃止

1995

※1,000㎡の作業を想定 ※作業内容により異なります

1988

販促

持続可能な
未来へ

ECONYL®リサイクルナイロンヤーン
を採用

リノリウム床材
「マーモリウム
（marmoleum®)」
を販売開始

置敷きビニル床タイル
「レイフラットタイル」
を発売

見本帳だけに片寄らない販促物の制作

1974

カタログと現物見本による床材選びの促進

日本で初めて園芸用ビニルフィルムの
リサイクルを開始。
Pタイルに利用

使用後は産業廃棄物となるサンプルチップ付きの見本帳に代えて、色柄

1950

がわかりやすい写真を豊富に掲載したカタログ冊子と現物見本での床
材選びを推進。見本帳の製作数量を抑えることでその廃棄量を減らし、

工場内で発生した
端材のリサイクルを開始

環境への負荷を低減することを目指します。

床材選びにWebサイトもぜひご活用ください

https://tajima.jp/flooring/
デジタルカタログの閲覧や、
カタログ・現物見
本の請求ができます。
スマートフォン対応。

当社は、
SDGs（持続可能な開発目標）にも取り組んでいます
複層ビニル床タイル
「マティル・ウッドライン」
シリーズカタログ

地球環境への配慮だけでなく、社会や経済に対しても長期的戦略のもと継続的な事業活動を行い、
それらの課題を解決する企業を目指します。

https://tajima.jp/SDGs/
詳しくは当社ホームページをご覧ください

