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ワックスによる定期メンテナンス

防滑性床材のメンテナンス

抗菌性のある床材

低光沢をお求めの場合

帯電防止性をお求めの場合

高分子系床材を美しく保つには、カーペット同様、日常の清掃・管理と、汚れを予防する配慮が必要です。
まずはマットの設置など汚れを持込まないこと、次に汚れをすぐに拭取る管理体制、そして汚れを溜めないメンテナンス体制が重要です。
ワックスによる予防効果は大きく、洗浄・剥離作業を含めた適切なローテーションシステムが求められます。
特に高分子系床材は、蓄積した砂やメンテナンスの水によって転倒事故を発生させる可能性があります。
単なる美観の問題だけではなく、快適な環境を作るためにも、これらは大切な要素となります。

⃝�屋外、トイレ、厨房に通じる出入口や、飲食物の自動販売機など、
床材を汚す原因が付近にある場合には、汚れの持込みや広がり
を防ぐ対策が必要です。最も効果的な方法は、マットの設置です。
⃝�マットは、最低限4歩程度の大きさがなければ効果は期待でき
ません。
⃝�汚れたマットの放置は、マットが汚れの集積場になり、かえって
周囲に汚れを持出すことになります。歩行量やメンテナンス回数
に応じた大きさと、交換が大切です。

⃝�ほうきや掃除機で床面のホコリや砂を取除いてから、固く絞っ
た雑巾やモップで水拭きして汚れを落とします。
⃝�水拭き後、床面に水分が残ると、滑りによる転倒事故や、再汚
染の可能性があるので注意が必要です。
⃝�歩行量が多い場所では一日の清掃回数を増やすなど、状況に応
じたメンテナンスシステムが必要です。

■ 汚れの予防 ■ 日常の清掃

初期メンテナンス

日常管理

◎�新しく高分子系床材が施工されたときは、床材表面に施工
時の汚れ、初期汚れ防止のための製造時のワックス、可塑
剤等が付着していることがあります。

◎�最初のメンテナンスを行う前に必ず専用のクリーナーで洗浄
し、これらを除去してください。

◎�洗浄することにより、新しく塗布する樹脂ワックスの皮膜が
床材によく密着するようになります。

高分子系床材のメンテナンス

⃝�ワックスは、床材表面に皮膜を張ることにより、床材そのも
のが直接汚れたり傷付くのを防ぎます。日常清掃では汚れが
取れなくなってきたら、専用のクリーナーで表面の汚れを落
としてからワックスを再塗布します。塗り過ぎや塗りムラは、
床面がかえって汚く見えるので注意が必要です。

⃝�ワックスを塗り重ねていくと、壁際や家具の周囲などでは、歩
行によるワックスの摩耗がなく、かえって汚く見えることがあり
ます。その場合は、リムーバーで古いワックスを完全に除去し
てから、新しいワックスを再塗布します。この作業によって、古
いワックスごと、汚れや摩耗、傷つきを取除くことができます。

⃝�多くの防滑性床材は、表面に凹凸を持たせることによって防
滑性を得ています。そのため、凹部にワックスが溜まり、凸部
にワックスが塗布されないといった状況が発生することがあり
ます。凹部に溜まったワックスは塗り重なりと同じ状況を招き、
かえって汚く見える結果をもたらします。
※�解決方法としては、ジャブジャブとワックスを塗ることを避け、丹念
に薄く塗布することです。

⃝再塗布する際、凹部の古いワックスを除去できず、塗り重なり
と同様の結果をもたらすことがあります。丹念にクリーナーや
リムーバーをかけ、古いワックスが残らないようにします。ま
た、塵埃が残った状態で再塗布すると汚れが密閉されます。
特に凹部は塵埃が付着しやすく、再塗布前の点検を怠らない
ようにします。

⃝�通常の樹脂ワックスを、抗菌性を特長とした床材に使用する
と、抗菌性が失われます。そのためにワックスにも抗菌性が
求められます。
※�低光沢タイプの「ツヤノンワックス（抗菌）」、特に耐アルコール性能
が必要な場合は、光沢タイプのシーバイエス（株）の「ヘルスケアコー
ト」[お問合わせ先045-640-2280]を塗布してください。

⃝�低光沢仕上げをお求めの場合は、「ツヤノンワックス（抗菌）」
をご使用ください。

⃝�通常の樹脂ワックスを帯電防止性能を特長とした床材に使用す
ると、帯電防止性能が低下します。そのためにワックスにも帯
電防止性能が求められます。
※�帯電防止性能が必要な場合は、シーバイエス（株）の帯電防止ワッ
クス「エレックス」[お問合わせ先045-640-2280]を塗布してく
ださい。
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複層ビニル床タイルの初期メンテナンス
⃝�一般的に複層ビニル床タイルは、アクリル樹脂系ワックス
の密着性が弱いため、施工後、養生期間をおいてから青
パッドと洗浄剤を用いてポリッシャー洗浄し、よくすすいだ
後に樹脂ワックスを塗布してください。

⃝�なお、ニューFBワックス、Uワックス、ツヤノンワックス（抗
菌）は密着性に優れていますので、よりご安心いただけます。

メモ



メンテナンス時の注意事項

高分子系床材のメンテナンス

NWシリーズ・NW-EXシリーズのメンテナンス

1） 施工時に発生したホコリやチリをきれいに取除いて
ください。
⃝�掃除機やモップ等を使用し、堆積したホコリやチリをしっか
り取除いてください。清掃の際はモップをこまめに洗浄し、
モップに付着した汚れをきちんと取除いてください。
⃝�モップが汚れていると、吸込んだ汚水が床面に塗り広が
ることがあります。最後に水を絞ったきれいなモップで拭
上げてください。

2） 汚れが残る場合は洗浄剤を使用し、ポリッシャーまた
は、自動床面洗浄機で洗浄してください。
⃝�ホコリやチリの量が多い場合、モップでの水拭き清掃だけで
は汚れが除去しきれない場合があります。
⃝�汚れが除去できない場合は、洗浄剤を使用し、ポリッシャー
や自動床面洗浄機で洗浄願います。
⃝�洗浄時に発生した汚水は床面に残さず、水を絞ったきれい
なモップで拭上げてください。
⃝�清掃後は養生をお願いします。

※�NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布
には指定の前処理が必要になります。詳細は各製品のユーザーズマ
ニュアルをご参照ください。

⃝日常清掃の際は、固く絞ったモップ、雑巾で汚れを取除いてく
ださい。
⃝取れにくい汚れには中性洗剤を使用してください。

NWシリーズ

NW-EXシリーズ引渡し前クリーニングについてのお願い

NWシリーズは定期的なワックスメンテナンスは必要ありま
せんが、日常の清掃は必要な床材です。
自動床面洗浄機やモップ、雑巾等による日常的な清掃だけで
美観を維持できます。（P.129参照）
汚れや傷つきが目立つ場合には、ワックスによる定期メンテ
ナンスも可能です。（ワックスメンテナンスを行っても NW
シリーズの品質に問題はありません。）

◎�凹凸のある床材は、凹部にワックスが溜まらないように、均一に薄く塗りあげます。
◎�素材の変質を防ぐため、ビニル系床材には製品専用の樹脂系ワックスを、ゴムタイルにはゴムタイル用ワックスを使用します。
◎�水性ワックスは、滑りやすくなるので使用しないでください。
◎�光沢のあるワックスほど、下地の状態など施工状態が床面表面に出やすいことに留意します。
◎�半屋外で直射日光のよくあたる場所、水がよく溜まる場所、屋外での使用には、樹脂ワックスは塗布できません。
◎�クリーンルームなど塵埃を嫌う場所ではワックスは使用しないでください。歩行などによって剥離したワックスが塵埃となります。
◎�帯電防止性能を有する床材は、帯電防止剤によりべたつきが生じることがあります。必ず定期的なメンテナンスを行ってください。
◎�ワックスの塗布後、乾燥不充分な状態での歩行や什器の配置は避けてください。ワックスの皮膜が荒れたり、什器が床面に接着され、
とれなくなる場合があります。

◎新設の床材にワックスを塗布する際は、必ずポリッシャー洗浄を行った後にワックスを塗布してください。
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ドライメンテナンス
初期に厚いワックス被膜を形成し、日常管理は超高速ポリッシャーにより汚
れの除去と磨き直し（高速回転によりワックス面を磨き直し、光沢を上げる）
を行うことで作業範囲を通行止めにする必要がなく、常に光沢の高いきれ
いな床を保持できる特長があります。
�汚れや傷がある場合、ワックス層を薄く削り取るので、平滑な下地で標準
作業通りのメンテナンスが行われれば床材を選びませんが、エンボスの深
い床材や柔かい床材、目地棒を使用した場合には適しません。また下地に
不陸がある場合、特に複層ビニル床タイルの場合は床材の表面を削ること
があるのでご注意ください。床材としては、3㎜厚のコンポジションタイル
（スルーチップタイル）をおすすめします。

メモ
�アルコール（溶剤）によるワックスの白化
ワックスにアルコールなどの溶剤をこぼすと白くなるこ
とがあります。リムーバーで白化したワックスを除去し、
ワックスを再塗布すれば元に戻ります。病院など、特に
アルコールを使用するところでは、耐アルコール性能の
あるワックスや、ワックスメンテナンス不要の床材「NW
シリーズ・NW-EXシリーズ」をおすすめします。

※�耐アルコール性能のあるワックスは、
ユシロ化学工業（株）［お問合せ先03-3750-6761］
コニシ（株）［お問合せ先0120-28-1168］
シーバイエス（株）［お問合わせ先045-640-2280］
で販売されています。

注意



■東リ「NWシリーズ」「NW-EXシリーズ」のメンテナンスについて

東リ「NWシリーズ」「NW-
EXシリーズ」は、独自
の防汚性能で汚れが付
きにくく、取れやすいた
め、日常メンテナンスで
の美観を維持します。

ワックスメンテ
ナンスを行っても
「NWシリーズ」
の品質に問題はあ
りません。

ワックス液をはじ
くため、ワックス
塗布には指定の前
処理が必要になり
ます。詳細は各製
品のユーザーズマ
ニュアルをご参照
ください。

東リ「NWシリーズ」「NW-EXシリーズ」の床材も他のビニル系床材と同じように日々のお手入れが必要です。私達が生活する環境の中では、必ず「汚れ」が発
生してしまいます。外部からの土砂、粉塵の持込み、室内からも小さな繊維くず、花粉、フケ、髪の毛からゴミなど、床材に関係なくあらゆる汚れが発生します。

東リ「NWシリーズ」「NW-EXシリーズ」は、ワックスメンテナンスが不要なビニル系床材です。

東リ「NWシリーズ」「NW-EXシリーズ」の床材は、予防清掃と
日常清掃を適切に行うことで、最大限の効果を発揮します。

予防清掃

定期清掃

特別清掃 日常清掃

汚れ・土砂を
持ち込ませない

溜まった
汚れを取る

普段できない
汚れを取る 汚れ・ホコリを

溜めない

床材の保護として行っていた、洗浄・ワックス塗布作業がなくなります。

日常メンテナンスはどのような床材にも必要です。

定期清掃

東リ「NWシリーズ」
「NW-EXシリーズ」は

が不要になります。

特別清掃

非NW品

汚れ付着前 汚れ付着後

水拭き後

水拭き後

汚れ付着前 汚れ付着後

汚れ付着前 汚れ付着後 水拭き後

だから
ワックスメンテナンス

不要！

だから
ワックスメンテナンスが

必要

だから
ワックスメンテナンス

不要！

●耐ヒールマーク試験 ※試験材料はいずれもワックスを塗布していません。

ＮＷシリーズ

試験方法：JIS K 3920　耐ヒールマーク性試験準拠

ＮＷ-EXシリーズ

◎�清掃の種類は、
　4つに分けることができます。
予防清掃
外部からの土砂・粉塵をマットなどを使って
侵入を防止する清掃。

日常清掃
日単位で人が利用することで発生する汚れ、
ホコリなどをモップや自動洗浄機などを使用して
除去する清掃。

定期清掃
月単位で行うお掃除。
（ex.ワックス塗布を行う専門機材を使った清掃）

特別清掃
年単位で行うお掃除。
（ex.大掃除、ワックスはく離）

NWシリーズ�／NW-EXシリーズのメンテナンス
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汚れが付きにくい

汚れが取れやすい

汚れが取れやすい

汚れが取れにくい



マット表面の汚れ及びパイルにたまった土砂・ホコリをでき
るだけ除去し、キレイに保つことが大切です。

お掃除クロスや自在ほうき、掃除機でゴミやホコリ等を除去
します。その際、奧のほうから入り口に向かって汚れを除去
してください。

汚れはモップや固く絞った雑巾を用いて水
拭きします。汚れがひどい場合は床用洗剤
を使用してください。
※�それでも落ちない場合はポリッシャーや固く
絞った雑巾で部分的にこすり取ってください。

床面積の大きな部位で
は、洗浄力の優れた自
動床面洗浄機を使用し
ていただくとより効果的
です。

歩行人数と外部環境を参考に選んでください（下記CASBEE資料参照）。
マットの性能は吸水タイプ、吸塵（土砂・ホコリ等）タイプ、吸水・吸塵
タイプの大きく3つに分かれます。外から持込まれる汚れのタイプによっ
て使い分けてください。

1回／日…掃除機などを使って土砂・ホコリなどを除塵します。
1回／週…�マットを逆さまにしてマット奥に溜まった土砂を

はたき落とします。
1回／月…�デッキブラシと床用洗剤を使って�

水洗いでマットをリフレッシュさせます。
※�尚、レンタルマットは4週に1回交換がありますので
　月１回のメンテナンスは必要ありません。

■ 6歩歩行可能なマットによる土砂の除去率 ■ マットの選び方

■ マットの性能を最大限発揮させるために

100

80

60

40

20

0

（%）

100％から
10％へ

メンテナンスの基本は「予防清掃」

「日常清掃」が快適な環境を維持

■ホコリやゴミの除去 ■汚れの除去

◎�予防清掃とは？
外部からの汚れ、特に靴裏に付着して持込みが多くなる土砂、粉塵、汚れなどの、室内への侵入を防止するメンテナンス方法です。具体
的にはマットの設置を意味します。風除室におけるマットの設置は大型施設に限られるため基本的な予防清掃のツールは玄関マットです。

◎�日常清掃とは？
普段の生活で発生する汚れのクリーニングや予防清掃を補完する清掃のことを言います。床のお掃除では「掃く」「拭く」「吸う」といった清掃
で、必要な道具は自在ほうき、モップや掃除機などを使います。15〜20分程度を目安にお掃除に必要なスタッフと場所を決めて行います。毎
日1回行うことが基本です。また、汚れを見つけたらすぐ道具を使ってお掃除を行ってください。習慣にすることで、より快適な空間が維持できます。

NWシリーズ�／NW-EXシリーズのメンテナンス
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CASBEE参考資料
⃝Ⅰ  建築物衛生法における特定建築物の場合に評価する取組み
1）汚染源対策
建物外部、内部を問わず、合計5m以上の充分な長さのエントラ
ンスマットとグレーチングの有無を設置写真の添付にて評価する。
室内の汚れの85%以上が外部からの土砂の侵入によるものであ
り、マットは6歩の歩行で90%以上の土砂を除去できると報告
されている。そこで、これに相当する以上（5m）の設備の設置を
判断基準とした。これによって、建物内部への汚染の侵入を防げ、
より快適な機能性を維持できる。
［参考：エントランスマットの適正な長さを求める指標］

メモ

マット無

お掃除クロス モップ掛け 雑�巾自在ほうき 掃除機

マット有

※�左記人数は
1日当たりの
推定歩行量数

外部環境指数
超郊外の建築物 1.2
郊外型の建築物 1.0
都市部の建築物 0.9

通行環境指数

極多（10,000人以上） 13.0
多（7,000人〜10,000人）10.0
普通（4,000人〜7,000人） 8.0
少（2,000人〜4,000人） 6.0
極少（2,000人未満） 4.5

全体のマットの長さ（メトール）：外部環境指数×通行環境指数



洗剤の入ったパウダーを汚染部に散布し、専用マシンでパイルの汚れをパウ
ダーに吸着させ、乾燥後に掃除機でパウダーを回収する方法。乾きが早い
ので、作業中でも通行止めにする必要はありません。掃除機での回収不良
による変色、乾燥したパウダーによる室内汚染の可能性があるので、パウダー
の選択に注意してください。汚れが強い場所では、前処理剤との併用が効果
的な場合があります。パウダークリーニングは単独で行う場合と、ボンネット
クリーニングと併用する場合があります。

パッドまたはカーペット表面に洗剤液を少量スプレーし、拭上げます。洗剤液
の使用量が少なく早く乾きます。この方法はパイル表面だけの洗浄なので、
6ヶ月から1年に1度は、エクストラクションクリーニングによってパイル根元
から洗浄する必要があります。ただし、水を使用できない場所では、ボンネッ
トクリーニングのサイクルの間にパウダークリーニングを採用してください。

ボンネットクリーニングやパウダークリーニングで汚れが除去できなかった部
分は、エクストラクションクリーニングによる一工程洗浄を行います。一工程
洗浄とは、シャンプーと汚水回収を一工程で行うものです。目地からの洗浄
水の浸入を少なくするために、縦横各1回ずつの2回がけを限度とします。
床下配線のあるフリーアクセスフロア部分は、電源を切るなどの配慮が必要。
ツーステップクリーニングに比べると、エクストラクションクリーニングでは洗
浄後のパイルへの残留水が少ないですが、一定時間の通行止めが必要です。

高温・高圧のスチームを噴霧し、汚水をバキュームで回収する方法。汚れの
除去に加えて、ダニの退治・カビの除去などの効果が得られるため、ホテル、
病院、レストランなどで採用されています。残留洗剤や残存水分も少なく、
比較的短時間で乾燥します。カーペット表面を擦ったりしないためパイルの
毛羽立ちが起きにくくなります。

ツーステップクリーニングは、①除塵�②シミ取り�③クリーニング�④すすぎ�
⑤シミ取り�⑥乾燥�⑦仕上げの工程で行います。まず、高速回転のブラシで
パイルの中まで入り込んだホコリや土砂を取除いてから、シミ取りを行いま
す。その後、ポリッシャータイプあるいはロータリータイプの洗浄機で、カー
ペット専用の洗剤を用いてクリーニングし、洗剤液やごみ、ホコリをすすぎに
よって取除いてください。すすぎは、カーペットを美しく保つために非常に重
要な工程なので必ず行うこと。すすぎが終われば再びシミ取りし、乾燥させ
ます。カーペットの色落ちを抑えるため、エアコンや扇風機を使用して速や
かに乾燥させます。水溶性や油溶性の粘着物を媒体として付着したホコリや
土砂などは、バキューム作業だけでは除去できないので、この方法を年に1
〜2回実施します。これにより、ほとんどの汚れは除去できます。

日常管理

クリーニング方法

カーペットを美しく保つには、清掃頻度や歩行量に合わせた日常の管理・清掃と、汚れを予防する配慮が最も大切です。
日常的な清掃は、バキューム（掃除機）作業、シミ取り、パイルのホツレの補修が中心で、これらはメンテナンス上、必要最低限の作業。
汚れの予防にはマットの設置が効果的です。クリーニングは、年に1〜2回ほど、カーペットの汚れや施工方法、施工場所などを考慮した
メンテナンス計画が求められます。クリーニングで水を使用する場合は、縮みやシミが発生することがあるので充分に注意が必要です。

※この分類は一般的なものであり、実際の使用環境によって評価が異なる場合があります。

⃝�近年、ダニ対策用掃除機を使用される家庭が増えています。
吸引力が強いのでパイルが抜けるのではないかとの問合わせ
がありますが、掃除機でパイルが抜けることはありません。
⃝�ウールやアクリルなど紡績糸使いのカーペットは、使い始めに
多量の遊び毛が出ます。
　遊び毛が出なくなるまでこまめに掃除機をかけてください。

注意

①パウダークリーニング ④スチームクリーニング

⑤ツーステップクリーニング

②ボンネットクリーニング

③エクストラクションクリーニング

カーペットのメンテナンス

◎�カーペットのメンテナンスは、バキューム作業が大きなウエイトを占めています。一般には、ブラシ付きのアップライト掃除機
が適していますが、アクリルやウールなどの紡績糸使いのカーペットにはブラシのない業務用真空掃除機を用います。
◎�バキューム作業時に気付いた小さなシミは、その場（オンロケーション）で、パウダー洗剤またはシミトリキットを用いてシミ
取りを行います。また、小さなパイルのホツレ、目地部の毛羽立ちも反りばさみでカッティング処理します。汚れやシミは、
時間が経つほど落ちにくくなるので、できるだけ作業頻度を上げることが求められます（1回以上／1日）。

◎�カーペットのクリーニング方法には、パウダークリーニング、ボンネットクリーニング、エクストラクションクリーニング、スチー
ムクリーニング、ツーステップクリーニングの5種類があります。汚れ方や施工方法に応じ、適したクリーニング方法を選びます。
◎�最も清掃効果が高いのは、ツーステップクリーニングです。
◎�エクストラクションクリーニングやスチームクリーニング、ツーステップクリーニングなど水を使用する方法は、グリッパー工法
で施工したカーペットのシーミングのある場所やタイルカーペット、織カーペットでは注意が必要です。

クリーニング 床材の種類

汚れの
落ち具合

通行止めに
する期間

タフテッドカーペット 織カーペット タイルカーペット
全面接着工法 グリッパー工法 全面接着工法 グリッパー工法 モルタル下地 フリーアクセス

フロア下地
①パウダークリーニング ○〜△ 特に不要 ○ ○ ○ ○ ○ ○
②ボンネットクリーニング ○〜△ 1時間 ○ ○ ○ ○ ○ ○
③エクストラクションクリーニング ○ 6時間 ○ △ △ △〜× ○ △
④スチームクリーニング ◎ 6時間 ○ △ △ △〜× ◎ △
⑤ツーステップクリーニング ◎ 8時間 ○ △〜× △ × ◎ △〜×
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メンテナンスは、ファブテックタイルを美しく保ち、より長く使用していただくために必要不可欠なものです。
特に床は、汚れや磨耗・傷付き等を受けやすい場所であり、適切な清掃で汚れ防止と保護を行うことが必要です。
このために行われるのがメンテナンスであり、日常管理、定期管理等によって美観の維持が行われます。
ピールアップ形接着剤は水やクリーナーの浸み込みにより接着強度の低下を招きます。ピールアップ工法の本製品には多量の水を使用する
ことはできません。また、下地がOAフロアの場合は、水の使用が可能かどうか事前にOAフロアメーカー等にご確認ください。
また、ワックスは使用しないでください。

その他の注意事項

⃝�ワックスは使用しないでください。
⃝�ゴムとの直接の接触は変色の原因となる場合があるのでお避けください。
⃝��表面材を構成している塩ビ糸には芯材が使用されています。目地部でその芯材が出ている場合には、引っ張らずにはさみ等
で除去してください。
⃝�フラットな表面形状の製品と比べると、表面に織物特有の凹凸がありますので、汚れが残りやすくなります。ご留意ください。
⃝�汚れが付着した際には、すぐに汚れが広がらないように注意して拭取ってください。時間の経過とともに汚れが除去しにくく
なります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。

注意

日常清掃（毎日）
１）ほうきや掃除機でホコリや塵の除去を行います。

※�ブラシ付のアップライト掃除機を使用される場合は、高速回転で
使用されると表面を傷める場合もありますので低速回転での使用
をおすすめします。

２）表面の織り目に付着物が残っている場合はブラシ
類を使用して、雑巾等で軽く拭いてください。

3）固く絞ったモップでモップがけを行います。
シミ等が気になる部分は雑巾などで集中的に拭いてください。
※�きれいな温水をご使用ください。
※�温水のみでの清掃をおすすめします。洗剤を使用される場合は中
性洗剤を使用し、充分に水洗いを行ってください。洗剤が残りま
すと汚れを呼び込みやすくなります。

4）土砂の侵入防止効果を維持するため、DC-1100、
RC-1200やダスコンマットに堆積した土砂をアッ
プライト掃除機などで除去してください。
目地部で芯材が出ている場合には、引っ張らずにはさみ等で
除去してください。

ファブテックタイルのメンテナンス

定期メンテナンス（週～月単位）

１）ほうきや掃除機でホコリや塵の除去を行います。
※�ブラシ付のアップライト掃除機を使用される場合は、高速回転で
使用されると表面を傷める場合もありますので低速回転での使用
をおすすめします。

２）表面の織り目に付着物が残っている場合はブラシ類
を使用して掻き出し、雑巾等で軽く拭いてください。

3） エクストラクターやポリッシャーで清掃をします。 
水の使用には充分ご注意ください。
※�ポリッシャーを使用される際は、白、赤パッドまたは柔らかめの�
ブラシをご使用ください。
※�温水のみでの清掃をおすすめします。洗剤を使用される場合は中
性洗剤を使用し、充分に水洗いを行ってください。洗剤が残りま
すと汚れを呼び込みやすくなります。
※汚水、残水は完全に取除いてください。
※濡れているときは、滑りやすいためご注意ください。

◎�定期的にエクストラクターやポリッシャー（白、赤パッドまたはカーペット用マイクロファイバーパッド）で清掃をします。
◎�ピールアップ形接着剤は水やクリーナーの浸み込みにより接着強度の低下を招くため、スプレー等を使用して極力水の使用
量を減らし、水の使用には充分ご注意ください。
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用語集

遊び毛
カーペットの組織から遊離しているパイル糸の毛
くず。紡績糸使いのカーペットに多い。時間の経
過にしたがって少なくなる。

安定剤
加工時の熱による塩ビの分解を止め、プラスチッ
クの劣化を防ぎ､ 品質の安定をはかるために添
加される物質｡

ウレタン樹脂
コーティング

防汚性・耐久性を付加するために、床材表面にウ
レタン樹脂をコーティングすること。

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散量に応じて、建築材料に設
けられた区分。JISでは三段階に分かれ、F☆☆
☆☆は内装仕上げの使用面積制限を受けないな
ど、最も安全性の高い区分に分類される。

NFPA

National Fire Protection Associationの略。
米国が定める安全基準で、世界的に権威のある
規格。火薬庫での作業を前提にした、導電性に
関する高度な基準などが設けられている。可燃
性麻酔薬を扱う手術室の床の安全指針でもある。

大引き
最下階床の根太を支える10㎝ 内外の角材の横
木。根太に直角に受渡して、大引き受けあるいは、
土台に乗せ架ける。

可塑剤 合成樹脂やゴムなどの高分子物質を、やわらかく
加工しやすくするために添加される物質。

カーボン繊維

導電性に優れた炭素繊維。床材に練込むことに
よって、導電性が付加される。従来のカーボン
粉末を練込む方法では、粉塵が問題となり、繊
維として開発された。

簡易防水施工
トイレや厨房など、常時水濡れがあっても水が溜
まることがない場所で、床下や床材の裏に水が
回らないように行う施工方法。

基布

タフトしたカーペットのベースとなる織布または
不織布。パイルを刺繍するための薄い布を第一
基布、カーペットの寸法安定性と強度を得るため
に裏面に貼付ける生地を第二基布という。第二
基布は、ジュートと合繊二次基布の二種類があ
る。第二基布を貼らずに、塩ビ層をバッキングし
てタイル状にカットしたものをタイルカーペット
という。

吸水性 水を吸う性質。例えば、コンクリートブロックや
レンガには吸水性がある。

くも
カットパイルのカーペットで、一部のパイルだけ
が他と異なる方向に寝たために色が違って見える
現象をいう。

クラック 躯体などに生じる亀裂のこと。

グリッパー
工法

ロールカーペットの施工方法のひとつ。接着剤を
使わず釘のついた木（グリッパー）を壁際に打付
け、それにカーペットの周囲を引掛けて固定する
方法。下地にフェルトや発泡ゴム等の緩衝材を敷
込むことでクッション性が向上する。

ゲージ

タフトしたカーペットの機械のニードルの間隔。
ゲージが細かいほど、パイル密度が高くなる。
5/32ゲージは、5インチ間に32本のパイルが
あることを示す。

結露
壁･天井･床などの表面、あるいは内部の温度が、
空気の露点温度以下に下がり、建築材の表面に
露を結ぶこと。

原着
繊維の着色方法のひとつで、原液着色の略。多
くは顔料を練込んで、原料段階で着色するので
耐光堅牢性に優れている。

腰壁
床と窓枠の間、床から大人の腰付近まである壁。
車椅子などによる傷から壁を守ったり、装飾的な
意味から設えられる。

コーキング 物と物の隙間を埋める方法。シールやパテなど
の総称。

コーティング 液体や粉体を表面に塗布し、表面を覆うこと。塗
装と同意語。

ころばし床 地面またはコンクリートスラブに直接根太や大引
きをおいてつくる床。

コンクリート
スラブ

垂直方向の面荷重を受ける板状のコンクリートの
床版。

コンポジション
ビニル
床タイル

ＪＩＳでは、バインダー含有率が30％未満のもの
をコンポジションビニル床タイルと呼ぶ。
（略称KＴ）

残留へこみ

静止状態で上に置いたものの重量によって床材
にできたへこみ跡のこと。時間経過に応じてへ
こみ跡が回復するか否かを測る試験方法として、
残留へこみ試験がある。

JAIA 日本接着剤工業会の略称。

JAS 日本農林規格の略称。

JASS 日本建築学会建築工事標準仕様書の略称。

JIS
日本の鉱工業品や建築資材、データ、サービス、
経営管理などに関して、産業標準化のための基
準を示す国家規格の略称。

シーミング
テープ カーペットの継目処理の際に使用するテープ。

自動床面
洗浄機

広い作業範囲、簡便な作業性等から日常メンテ
ナンス方法として採用が増えつつある。スプレー
により、水や専用洗浄剤を噴霧しながら目の細か
いパッドを使用してバフィングし、表面の汚れ除
去と磨き直し、汚水の回収まで一度に行う専用機
械による清掃方法。
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シール
塞ぐ、封じ込めるという意味。シートとシートの
間を接着性のあるもので埋めてつなぐ行為を示
す際にも、使用される。

充填材 熱による伸縮を抑え、寸法安定性の向上をはか
るために添加される物質。

水分計

物質に含まれる水分量を計測する機械。床材を
施工する際に、事前に下地に含まれる水分をきち
んと計測することは施工工事を成功させるために
は欠かせない。

ステッチ

タフトしたカーペットの丈方向に、何本のパイル
が刺繍されているかを示す。例えば、8ステッチ
とは、1インチ間に8本のパイルがあることを示
している。

寸法安定性 温度や湿度などの環境変化に対する寸法変化の
少ない性能。

耐湿工法

施工中ならびに施工後において、下地に湿気が
ある場合（DモードグレードⅡa�水分指標8〜
10％）に行う、下地湿気を考慮した施工法のこ
と。下地湿気のない場合（DモードグレードⅠ水分
指標8％以下）の施工法は一般工法という。それ
ぞれの施工方法に対して、製品によって接着剤
が指定されている。（DモードグレードⅡb�水分指
標10％以上は施工不可）

タフテッド
カーペット

刺繍カーペットの一種。基布にパイル（色糸）を
機械刺繍によって植付け、糸が抜け落ちないよう
に裏面をラテックスで糊着し、さらにジュートなど
を裏地に化粧貼りしたカーペット。

ドライ
メンテナンス

専用ワックスを多層塗り重ねるメンテナンス方
法。日常管理を超高速ポリッシャーで行うので作
業部位を通行止めにする必要がなく、常に光沢
度が高いきれいな床を保持できる特長がある。
磨き直し（研磨）を主とするので下地に凹凸があっ
たり、作業者が不慣れな場合、床材に損傷をも
たらすことがある。またエンボスの強い床材や目
地棒を使用する場合には適さない。

にじり・にじる
押付けてすり動かすこと。キャスターなどによる
回転しながら加わる力などをさす。単なる摩耗や
荷重とは異なった負荷がかかる。

根太
床板を受ける横架材。一般には、大引きや床梁
の上に直角に受渡すが、転ばし床では玉石やコン
クリートスラブの上に直接置くこともある。

パイル

表面を形成する糸の束。先が丸く輪の状態になっ
たものをループパイル、輪の部分をカットしたも
のをカットパイルという。同じ素材・規格であれば、
ループパイルのほうが耐久性に優れている。

パイル長 張力をかけない状態での、基布の表面からパイ
ル先端までのパイルの長さ。　

パイル密度
単位面積あたりのパイルの本数。タフテッドカー
ペットの場合は、ステッチとゲージの乗数がパイ
ル密度を表す。

バインダー

ビニル樹脂に可塑剤と安定剤を加えたもの。そ
の含有率により、ＪＩＳではビニル床タイルを単層
ビニル床タイル、複層ビニル床タイルとコンポジ
ションビニル床タイルの3種類に分類している。

発泡層
気泡を含んだシート層。これを積層して、衝撃吸
収性や保温性を向上させる。高発泡の代表例が
クッションフロア。

番手

紡績糸の太さの単位。パイル糸に用いるメートル
番手では、1gで1mの糸を1番手、1gで2m
の糸を2番手とし、数字が大きいほど糸は細くな
る。他に、綿番手、ジュート番手がある。

ＢＣＦ

Bulked�Continuous�Filament－長繊維かさ高
加工糸の略。カーペット用に開発されたＢＣＦナイ
ロンは、遊び毛や毛玉が出にくく、しかも耐久性
に優れる。

ピールアップ
ピールとは剥がすという意味。タイルカーペット
のように、剥がせることを目的に行う施工方法を、
ピールアップ工法という。

複層ビニル床
タイル

ＪＩＳの分類により、バインダー含有率が30％以
上で複層のものを、複層ビニル床タイル（略称F
Ｔ）と分類している。

フリーアクセス
フロア

電力や通信用の配線スペースを確保するために、
床を二重構造とする配線方式。二重床とも通称
される。

不陸 面に凹凸があったり、水平でないこと。不陸のあ
る下地に施工しても美しい仕上りはのぞめない。

ヘタリ
過酷な使用によって、パイルの弾力性が回復し
ない状態や、床材の発泡層などが薄くなることを
さす。

防汚加工
（カーペット）

繊維の表面をフッ素系樹脂で覆って、汚れをつき
にくくした加工。東リの防汚加工は、撥水性能も
有する。

紡績糸
限られた長さの短繊維（ステープル）を引きそろ
えて、撚りをかけ、無限長のひも状にした糸。遊
び毛が出やすい。

ポーラス 密度が粗な状態。コンクリートに比べて軽石は
ポーラスな材質である。

巻き上げ施工 病院等において衛生環境に配慮して、床材を壁
面に巻き上げて貼る施工方法。

またぎ貼り 基準線をまたいで割付けする施工方法。

目付
使用されているパイル糸の総重量。同じ素材・
パイル長であれば、目付の多いほうが耐久性に
優れている。

養生

床材に負荷や変化を与えず、そのままの状態で
保つこと。床材の癖をとって環境になじませるた
めに施工前に行う養生と、接着剤の硬化を確実
にするために施工後に行う養生とがある。施工後
の養生期間は、通気性のある養生シート（通気性
のないものを使用すると突上げや不具合が発生
する）で保護したり、温度調整を行って、急激な
温度変化や重量物の往来を避ける必要がある。

養生テープ

床材を施工した後、工事や搬入によって床材が汚
れたり破損をうけることのないように養生シート
を貼る。この時に、養生シートをとめるために使
用するテープ。床材に直接貼ることにより、汚染
や変色を招くことがある。カーペットは、養生シー
トの上からでも養生テープによる汚損をうけるこ
とがある。使用には注意が必要。他に、コーキ
ングの際に床材を汚さないように貼るテープも養
生テープという。

リバース施工 シート床材を幅継ぎする際に、方向を互い違いに
して合わせる方法。

用語集
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