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自然な風合いをそのままグレインシリーズ 自然な風合いをそのままグレインシリーズ自然な風合いをそのままグレインシリーズ

石のモチーフが新しいストーンシリーズ

受注生産品

斬新な積層の意匠が美しいレイアシリーズ

斬新な積層の意匠が美しいセディシリーズ

石のモチーフが新しいストーンシリーズ

遮音シリーズもご用意しています。
（床暖房には対応していません）

遮音シリーズ
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STC-07G-010
サイズ：145×600×7mm
30,450円／ 36枚

STC-12G-010
サイズ：145×600×12mm
34,650円／ 36枚

STC-07G-020
サイズ：145×600×7mm
30,450円／ 36枚

STC-12G-020
サイズ：145×600×12mm
34,650円／ 36枚

FS-12V-010
サイズ：145×900×12mm
36,750円／ 24枚

FS-12V-110
サイズ：145×900×12mm
36,750円／ 24枚

FS-11V-010
サイズ：145×900×11.5mm
46,200円／ 24枚

DC-12V-020
サイズ：303×1,818×12mm
38,850円／ 6枚

DC-12V-120
サイズ：303×1,818×12mm
38,850円／ 6枚

DC-12V-030
サイズ：303×1,818×12mm
38,850円／ 6枚

DC-12V-040
サイズ：303×1,818×12mm
38,850円／ 6枚

STC-07S-030
サイズ：145×600×7mm
33,600円／ 36枚

STC-12S-030
サイズ：145×600×12mm
37,800円／ 36枚

STC-07S-040
サイズ：145×600×7mm
33,600円／ 36枚

STC-12S-040
サイズ：145×600×12mm
37,800円／ 36枚

FS-12V-016
サイズ：185×900×12mm
39,900円／ 20枚
随時廃盤予定

FS-12V-026
サイズ：145×900×12mm
38,850円／ 24枚

FS-11V-110
サイズ：145×900×11.5mm
46,200円／ 24枚

FS-12V-116
サイズ：185×900×12mm
39,900円／ 20枚
随時廃盤予定

FS-12V-126
サイズ：145×900×12mm
38,850円／ 24枚

FS-12V-216
サイズ：185×900×12mm
39,900円／ 20枚
随時廃盤予定

FS-12V-226
サイズ：145×900×12mm
38,850円／ 24枚

DC-12L-020
サイズ：303×1,818×12mm
40,950円／ 6枚

DC-12L-040
サイズ：303×1,818×12mm
40,950円／ 6枚

DC-12S-030
サイズ：303×1,818×12mm
38,850円／ 6枚

DC-12S-040
サイズ：303×1,818×12mm
38,850円／ 6枚

STC-07S-050
サイズ：145×600×7mm
33,600円／ 36枚

STC-12S-050
サイズ：145×600×12mm
37,800円／ 36枚

STC-07S-060
サイズ：145×600×7mm
33,600円／ 36枚

STC-12S-060
サイズ：145×600×12mm
37,800円／ 36枚

STC-07S-070
サイズ：145×600×7mm
33,600円／ 36枚

STC-12S-070
サイズ：145×600×12mm
37,800円／ 36枚

（価格は全て税込みです。）※床暖房対応については担当までお問い合せ下さい。※色は印刷のため実物と多少異なります。サンプルでご確認下さい。

やさしさ、和風・洋風にも合うデザイン、施工性の良さ…など、
コルクの特性にこだわった床材です。

優しいコルクの素材を活かした、コルクフロア。

表面材・下地材ともオールコルク。転倒時の衝撃吸
収性が従来の物より約30%向上しました。人にも環
境にも優しい、オールコルク（脱合板）にこだわったフ
ロアです。

表面コルク、合板、裏面にコルクをつかった3層構造
です。3層構造にすることでコンクリート直張りが可能
になり、弾力感のあるフロアに仕上がりました。

合板と表面にコルクを張り合わせた、フローリングタ
イプのコルク床材です。フローリングのように簡単に
施工ができ、コルクの柔らかさ、温かさなどの“良さ”
はそのままにした製品です。

コルクフローティングフロアスーパーテンダーコルクア レ キ コ ル ク

東 京 本 社 〒103ｰ8419  東京都中央区日本橋本町2-7-1　NOF日本橋本町ビル5F
 TEL：03-3661ｰ3281 ／ FAX：03-5695ｰ7582

大 阪 支 社 〒541-0054  大阪市中央区南本町3-6-14　イトウビル8F
 TEL：06-6245-1872 ／ FAX：06-6258-2069

札 幌 支 店 〒060-0003  札幌市中央区北三条西3-1　札幌北三条ビル11F
 TEL：011-281-2641 ／ FAX：011-210-2641

北東北支店 〒030-0802  青森市本町1-2-15　青森本町第一生命ビル7F
 TEL：017-723-3121 ／ FAX：017-731-1361

仙 台 支 店 〒980-0014  仙台市青葉区本町2丁目3-10　仙台本町ビル12F
 TEL：022-222-1331 ／ FAX：022-212-1351

北関東支店 〒330-0841  さいたま市大宮区東町1-16-2　大宮東町第一生命ビル5F
 TEL：048-648-0601 ／ FAX：048-648-0602

新 潟 支 店 〒950-0087  新潟市中央区東大通1-3-1　帝石ビル2F
 TEL：025-243-7671 ／ FAX：025-242-1317

静 岡 支 店 〒420-0853  静岡市葵区追手町2-20　コハラビル追手町11F
 TEL：054-254-4588 ／ FAX：054-255-0756

名古屋支店 〒460-0003  名古屋市中区錦1-5-11　名古屋伊藤忠ビル5F
 TEL：052-231-9110 ／ FAX：052-202-0538

北 陸 支 店 〒920-0031  金沢市広岡1-1-18　伊藤忠金沢ビル6F
 TEL：076-262-6481 ／ FAX：076-260-3653

四 国 支 店 〒760-0017  高松市番町1-6-8　高松興銀ビル8F
 TEL：087-822-5255 ／ FAX：087-826-1076

広 島 支 店 〒730-0037  広島市中区中町7-32　ニッセイ広島ビル5F
 TEL：082-247-1291 ／ FAX：082-545-6230

福 岡 支 店 〒812-0011  福岡市博多区博多駅前3-2-1　日本生命博多駅前ビル13F
 TEL：092-473-0011 ／ FAX：092-441-3957
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JAS認定 JPIC-FL77（F☆☆☆☆） 大臣認定 MFN-2423（F☆☆☆☆） JAS認定 JPIC-FL77（F☆☆☆☆）



自然が作り出す
理想の素材「コルク」

ソフトな歩き心地で滑りにくく保温性の高いコルクフロア。
コルクフロアは熱や音の伝わりをやわらげ、水廻りにも適した天然素材です。

天然素材のコルクだと、家はこんなにやさしくなる。 コルクは
地球環境にやさしい
天然のエコ素材です。

やさしい感触
表面が濡れても滑りにくく、その上、ダニやカビをよせつけにくい特性をもっています。台所、
脱衣室など素足になる場所の床材としても最適です。また、コルクのやわらかさは台所で
の立ち仕事の疲れを軽減します。

断熱性に優れています。
コルクは90%が空気層で、優れた断熱材の役割を果たします。このため熱の伝
わりを防ぐ効果も抜群で、快適な生活を演出します。

ソフトな歩き心地が魅力です。
コルクは空気を充満した気泡の集まりで、その気泡はクッションの役割を果たし
ます。落下物の衝撃による多少の凹みも、しばらくすると元に戻ろうとします。こ
の特性は毎日の歩行感の良さでも感じていただけます。

耳障りな音がしません。
コルクは、吸音性・遮音性の良さから音響施設の建材にも使用されているほど。
室内で発生する耳障りな音を吸収するとともに、反響も防止します。フロア表面
で発生する音や、階下への音の伝わりをやわらげます。

幼稚園や保育園に
高齢者施設に
図書館や寝室に
台所に
脱衣所に

コルクの良さは
こんな所でも

In KITCHEN / WASHROOM 

家族の団らんをやさしく包む
ソフトな歩き心地で保温性が高く、家族が集まるリビングにピッタリな床材です。また、夏
はサラリとした肌ざわり、冬は暖かいから省エネにも効果があり、人にも家計にもとてもや
さしい。コルクフロアは、家族の団らんをやさしく、あたたかく包んでくれます。

In LIVING 

自然の素材だから、人にやさしい
元気なお子様やお年寄りの部屋にコルクフロアを。自然素材のコルクは感触もソフトで、
床に座っていろいろな遊びをする子供たちに優しい床材。滑りにくく、ここち良い歩行感で、
万一の転倒も、柔らかな弾力で受け止めるので安全です。

In CHILD'S ROOM

優れた特性が、やすらぎを生み出す
やすらぎが欲しい寝室に最適のコルクフロア。吸音性・遮音性に優れたコルクフロアは理
想的な床材。物を落とした時の音やスリッパのパタパタ音の階下への伝わりをやわらげます。

In BEDROOM

コルクは木を伐採することなく、コルク樫の木の表
面の樹皮をはがすことで採取できます。
樹皮をはがされた木々は、自然に元の姿へと再生し、
約8～10年で再び樹皮を採取できるようになります。
これにより、樹木が本来もっている、二酸化炭素を
吸収し、酸素を排出する力を損なう事もありません。
コルクは地球環境にやさしい天然のエコ素材です。

コルク樫の木の表面の樹皮を
はがし自然乾燥させます。

板状のコルク樹皮から
コルク栓を抜きます。

平坦な板状に
加工します。

加工されたコルク樹皮や
コルク栓を抜いた残りな
どをコルク粒にします。

コルク粒を固めたコルクブロックからコルクシートをつくります。

ご存じですか？

コップを落としても
割れにくい

やわらかい


	コルクフロアパンフレット_表
	コルクフロアパンフレット_裏

