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耐薬品性アウトガス対策
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「高機能性床材シリーズ」には、さまざまな機能を備えた適材適床の床仕上げ材がそろっています。

耐動荷重工法の場合
※1 ※2

VOC対策品
シリコンウエハー対策品

ダイカストパネル
プレ貼付品適用

ダイカストパネル
プレ貼付品対応

※
※

　静電気的に絶縁物となる下地に帯電防止性能を付与させたい場
合、床材裏面に導電性のある導電
糸等がラミネートされた帯電防止床
材を使用し、かつ導電糸をつなぎ合
わせるように導電テープを施工する
ことにより、静電気をアースへ逃がす
回路をつくります。
　下地が絶縁物であっても電気の
流れができるので、帯電した電気を
漏洩させることが可能にとなります。

1.アースターミナルの場所を確認してアース板の設置場所を
決定します。

　※アース板は1部屋（DSは約400m2、LEは約200m2以内）に2カ所、
部屋の対角線上に設置してください。また、広い部屋の場合には
次のアース板がDSは30m、LEは20m以内にくるように設置してく
ださい。

　※リード線の長さは3mです。それ以上必要とする場合、電気工事
業者に相談してください。

2.アース板の設置
アース板の設置部分も他の部分と同様に接着剤を塗布し、アース
板の導電のり付テープ側（白色）を上にしておき、リード線の出てい
る方を壁いっぱいに寄せ、リード線は上方に巻き上げておきます。導
電フロア・LEの場合、アース板は床材裏面にある導電糸に必ず接
触させてください。

3.アース板表面の導電のり付テープの剥離紙をはがし、その
上に床材を敷き込み充分に圧着します。

4.最後に専門の電気工事士にリード線とアースターミナルを
結線してもらいます。アースの種類はD種（第3種）接地工事
です。

5.目地溶接
溶接は接着剤の硬化後、U字形カットの溝切りを行い、専用の導電
溶接棒で熱溶接します。この際、溝切りはシート中の黒色構成部が
見える程度までカットしてください。
導電溶接棒により床面が電気的にも一体となります。
※溶接棒は導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。
　色味は断面色でご確認ください。

アース板の施工手順

（セイデンフロア／タイヤクフロア・MDⅡ）

（材料価格）

アース鋼板（下地〈接着側〉接触面）

剥離紙

リード線（3m）

黒テープ面（床材接触面）

10m
（20m）

10m
（20m） 20m

（40m）

20m以内
（30m）

20m以内
（30m）

アース板 アース板

アース板

（　）内導電フロア・DS

リード線

壁分電盤内アースターミナル

導電フロア・DS/LE接着剤

アース板

充分に圧着してください

アースターミナル
結線は電気工事士に依頼
アース板
黒テープ面を上にする

床材



M-176/M-174

■移動荷重用フロアの特長

■移動荷重用フロアによる手術室のフロアプラン例

手術室での使用を想定し
床に落ちた縫合針を見つけやすい

色柄を採用しています

●豊富なカラーバリエーション
先進の手術室から一般的な生産施設まで、プランニングしやすい豊
富なカラーバリエーションをご用意しています。

●高い移動荷重耐性
キャスター等による重量物の移動荷重耐性に特化したビニル床材
です。

●優れた耐摩耗性
独自の全層均一素材で、耐摩耗性に優れています。

●帯電防止性も付加
静電気による塵埃の吸着を防止し、人体帯電を速やかに漏洩させ
ます。

M-183/M-174 M-182/M-180

M-179/M-178 M-175/M-177

移動荷重用フロア 一般的な色柄の
ビニル床シート



導電フロア・DS

導電フロア・LE

価格（材料価格）

価格（材料価格）※1下地表面強化
モルタル／コンクリート
コンクリート 荷重床プライマー

※2

※1 必要に応じてご使用ください。　※2 専用溶接棒はφ4mm×25m巻です。

※ 専用溶接棒はφ4mm×25m巻です。

TC0308167
JIS A 5705

長寿命化商品 VOC対策品

工場内リサイクル
耐動荷重

TC0308167
JIS A 5705

工場内リサイクル

VOC対策品

価格（材料価格）

セイデンフロア

■高機能床材の製品特性
移動荷重用フロア 抗菌移動荷重用フロア 移動荷重用フロア・OG

導電フロア・DS 導電フロア・LE セイデンフロア

タイヤクフロア・グラン タイヤクフロア・MDⅡ

抗菌移動荷重用フロア
一般ビニル床シート

帯電防止性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

移動荷重用フロア・OG
（一般工法）
（耐動荷重工法）
一般ビニル床シート

帯電防止性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性帯電防止性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

移動荷重用フロア
一般ビニル床シート

導電性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

導電フロア・DS
（一般工法）
（耐動荷重工法）
一般ビニル床シート

導電フロア・DS
一般ビニル床シート

導電性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

帯電防止性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

タイヤクフロア・グラン
一般ビニル床シート

タイヤクフロア・MDⅡ
一般ビニル床シート

帯電防止性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

セイデンフロア
一般ビニル床シート

帯電防止性

アウトガス対策

耐薬品性 耐動荷重性

耐摩耗性

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用 VOC対策品

工場内リサイクル



フリーアクセスフロアパネルの表面仕上げ材として２サイズ（505mm角、605mm角）をご用意しております。
これらはパネル用としてOAフロアメーカーに供給する材料ですので、施工現場での施工、貼り付けは行えません。
詳しくはフリーアクセスフロアメーカーにご確認ください。

フリーアクセスフロア用サイズ

価格（材料価格）※下地表面強化下　地

※ 必要に応じてご使用ください。

耐動荷重工法 荷重床
プライマー

移動荷重用フロア

受注

品番：M-＊＊＊
（＊＊＊には色番号が入ります）

長寿命化商品 VOC対策品

工場内リサイクル
耐動荷重

移動荷重用フロア・
OGのぞく

抗菌移動荷重用
フロアのみ

価格（材料価格）※下地表面強化

耐動荷重工法

※ 必要に応じてご使用ください。

荷重床
プライマー

価格（材料価格）工　　法 下　地

材質区分　耐動荷重・帯電防止・抗菌性単層ビニル床シート TS
色　数　16色（１色につき180㎡以上、納期３週間）
※抗菌性以外の特性、寸法、重量は移動荷重用フロアと同様です抗菌移動荷重用フロア

移動荷重用フロア・OG

3,000m2以上の納期については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

材質区分　アウトガス対策・耐動荷重・帯電防止性単層ビニル床シート TS
色　数　4色（１色につき300㎡以上、納期１ヵ月）
※アウトガス対策以外の特性、寸法、重量は移動荷重用フロアと同様です

品番：KD-＊＊＊
（＊＊＊には色番号が入ります）

品番：OG-＊＊＊
（＊＊＊には色番号が入ります）

一 般 工 法

耐動荷重工法

モルタル/コンクリート

コンクリート

※ 必要に応じてご使用ください。

※下地表面強化

荷重床プライマー



※各商品は、改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。


