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ファン・オクロック新感覚SPCフローリング
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商品紹介

ファン・オクロック

PHFL1034

防水性 耐久性 床暖対応 賃貸OK 静音性

置い
て「
カチ
ッ」
とは
めこ
むだ
け！

柄/色見本

ファン・オクロックシリーズの第一弾として、非常に人気の高い「オーク柄」を基調とした３色をご用意致しました。表面のエンボス処理で木目の凹凸
感を再現し、本物と変わらない肌触りです。さらに製品の面取り部分に着色を施しており、張り上げた際の目地（スリット）の印象を格段に向上してお
ります。 

注意事項

NEW

6.5×150×1,220mm（9枚/1.647㎡）/ケース

※施工手順の際、サネのⒶⒷⒸⒹをご確認ください。

（￥4,857/㎡）￥8,000/ケース

150

6.5

オーク柄/ライトブラウン PHFL1035オーク柄/ダークブラウン PHFL1036オーク柄/ホワイト

https://www.prairie.co.jp/

●製品お受け取り後速やかに開梱～仮並べを行い、
　施工前に製品の傷や破損などの損傷が無いかを必ずご確認ください。
※お受け取りから長期間経過した場合、または施工後に発見された傷や破損の
　お申し出につきましてはお受けできませんのでご了承願います。

●施工可能な場所は屋内で、且つ設置面が平滑であり
　乾燥した状態であることが条件となります。
※表面の凹凸や不陸の激しい箇所、カーペットや畳など柔らかい素材の上には施工できません。

●床暖房ご使用の場合は、商品表面温度が27℃を超えないようにしてください。

●カットして端材となった商品の長さが15cm以下の場合のご利用は
　お控えください。
※反り上がりの可能性があります。

施工動画マニュアルをご用意

サンプルもご用意
商品のカットサンプル（約30cm）をご用意しております。
実際に手にとってご確認ください。 
※サンプルは当社ホームページからもご請求頂けます。

〒461-0004　名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル７F
TEL：（052）-930-7855　FAX：（052）-930-7856N A G O Y A

〒390-1131　長野県松本市今井5031
TEL：（0263）-50-3911　FAX：（0263）-50-3912MATSUMOTO

オスサネ
Ⓐ

メスサネ
Ⓑ

COMING SOON!



ファン・オクロックとは？
ファン・オクロックは、「床に置いてはめ込むだけ！」のフローリングで、どな
たでも簡単に施工できます。
クギも接着剤も使わないので張り替えも容易。SPCを基板としているた
め温度による伸び縮みの寸法変化が極めて少なく、厚みも薄いので既
存の床の上から置くだけでカンタンにお部屋の模様替えも可能です。
設置場所の変更や移転先でも繰り返し利用できる、次世代環境配慮
型のエコロジーフローリングです。

表層面にEIR（Embossed In  
Register）という特殊な処理が施さ
れており、木目や石目などの凹凸感
をリアルに再現することで本物と変
わらない触感を表現しており、快適
な肌触りとなっております。

商品特徴
ファン・オクロックは耐久性、耐水性、寸法安定性などに優れており、新築・リノベーションなどの一般住居だけでなく、集合住宅、ホテル、店舗、オ
フィスなど幅広い用途にお使いいただけます。

素材が吸水しない材質のため、耐水性に優れており、キッチン・
洗面・トイレなどの水廻りでもご利用頂けます。

SPCフロアとは？

+

S P Cとは『 S t o n e  P l a s t i c  
Composite』の略で、天然石灰
石パウダーとPVCパウダーを主成
分とした素材を基板とした床材を
SPCフロアと呼びます。
硬さがあり、水に強く、寸法安定
性に優れているのが特徴です。

施工する床面に段差・凹凸やゴミ等が無いこと
を確認してください。壁面に並行するようにスター
ターとなる最初の１枚を置きます。なお壁際には
必ず5mmのクリアランスを設けて下さい。
※壁面側に、Ⓐオスサネが向くように設置します。
※部屋の長辺方向に、商品の長辺方向を平行にする
　施工方法が一般的です。 

※２列目以降の敷き込みは、前列との継ぎ手部分と
　揃えずにずらしておくと張りあがりが綺麗です。

音で知らせる独自ロックシステム

ナチュラルな木目をリアルに表現

施工手順 「商品紹介」のサネ部の記号ⒶⒷⒸⒹをご確認ください。

SPC基板の安定性を向上

寸法安定性・防水性に優れたSPC基板

歩行音の軽減と床のクッション性をプラス

SPC基板の安定性を向上

独自のロックシステムで、サネ
をはめ込んだ際に「カチッ」と
音が鳴り、しっかりとはまったこ
とを確認できます。サネには

「返し」が内蔵されているので
はめ込みやすく、外れにくく
なっています。

01

スターターとなる１枚目の右端、２枚目のⒸサネ
を、スライドさせて差し込みます。（スライドの際は
音は鳴りません） 
サネの継ぎ手部分に段差がなくフラットになって
いることを確認してください。

ⒸサネとⒹサネのはめ込みが硬い場合は、継ぎ手部分に当て布を被せて、その
上からゴムハンマーで軽く叩いてください。それでもはまらない場合は手順をさかの
ぼりやり直してください。強く叩きすぎるとサネ部分の破損につながります。

02

右方向へ０２の手順を繰り返し、最後の1枚を敷
き込みの際は残りのサイズを測ってカットし、スラ
イドさせて差し込みます。

03

２列目以降の敷き込みは１列目のⒷメスサネに対
して２列目のⒶオスサネを斜めに差し込み、倒しま
す。（長手方向のはめ込みの際は音は鳴りませ
ん） 
サネの継ぎ手部分に段差がなくフラットになって
いることを確認してください。

04

１列目のⒷメスサネに対し、２列目のⒶオスサネを
斜めに差し込み、２列目右側のⒹサネに向けて
近づけます。

05

２列目右側のⒹサネと、差し込む方のⒸサネが
ロックできる位置を確認し、ゆっくりと倒し、上から
押さえ込みます。位置が合っていればその際「カ
チッ」と音が鳴ります。 

06

耐水性

耐摩耗フィルム層が傷や摩耗から保護、さらにSPC基板は頑丈
なため、土足使用下でも充分な耐久性を発揮します。

耐久性

熱に強く、変形しにくいため床暖仕様としてもご利用可能です。
※表面温度27℃以下

床暖対応

クギや接着剤を使わず施工可能なので、賃貸物件でも床や壁を
傷めずに使用でき、更に繰り返し利用できるので次のお引越し
先でもご使用いただけます。

賃貸OK

最下層の発泡ゴムシートが防音効果を発揮し、歩行音などの生
活音を防ぎます。

静音性

カッターで数回切り込みを入れて、折り返せばパキッと割れて

切断できます。必要な長さに合わせてセルフカットが可能です。

※刃物の取扱いには充分にご注意ください。

※切断の際は下地面に傷つかないよう養生を施してください。

DIY
セルフカットも
簡単！

木目柄/石目柄など高性能印刷技術で
本物の質感を表現

UVコーティング
紫外線などによる表面劣化から保護

表面を傷や摩耗から保護

カチッ

用意するもの   厚刃のカッター・ゴムハンマー・当て布・5mm厚スペーサー・メジャー・金物定規・鉛筆など

1層目

耐摩耗フィルム2層目

装飾プリント3層目

中層ビニールフィルム4層目

SPC基板5層目

下層ビニールフィルム6層目

防音発泡ゴム7層目

STONE PLASTIC

カチッ

Ⓐ

部屋の長辺方向
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