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東　京/〒101-8579 東京都千代田区外神田4-14-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.03-6837-8877
大　阪/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.06-6441-5951
札　幌/〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.011-231-8261
盛　岡/〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-20 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶TEL.019-622-3532
仙　台/〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.022-222-6413
北関東/〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.048-640-7320
千　葉/〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.043-245-9911
横　浜/〒231-0012 横浜市中区相生町6-113 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶TEL.045-212-4431
金　沢/〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶TEL.076-231-5741
新　潟/〒950-2042 新潟市西区坂井967-2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶TEL.025-211-0345
静　岡/〒422-8057 静岡市駿河区見瀬161-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶TEL.054-281-8931
名古屋/〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.052-220-0970
広　島/〒730-0029 広島市中区三川町2-10 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.082-242-9300
高　松/〒760-0073 高松市栗林町2-8-1 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.087-862-8698
福　岡/〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-35 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ TEL.092-712-9141

田島ルーフィング株式会社 https://tajima.jp

●このカタログに掲載の商品は、2020年2月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、
最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
●商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物
見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。（掲載写真に合成写真を含みます。）
●このカタログに記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。

床の情報とトータルなソフトを提案するショールームへぜひお越しください。
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東京ショールーム TOKYO SHOWROOM ELab 大阪ショールーム OSAKA SHOWROOM
〒101-8575  東京都千代田区岩本町3-11-13
TEL.03-5821-7746  A.M10：00～P.M5：30
（休館日 土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休暇 ）

〒550-0003  大阪市西区京町堀1-10-5
TEL.06-6441-5951  A.M9：30～P.M5：00
（休館日 土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休暇 ）
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表面に施されている特殊高耐
久UVコーティングにより、汚れ
にくく、また汚れても落としやす
い性能が付加されているため、
長期間にわたって美しさをキー
プ。日常的な清掃で美しさを長
期間維持できるため、メンテナ
ンスの手間を軽減できます。

レイフラットタイルノーワックス
の特殊高耐久UVコーティング
には、抗菌性能が付加されてい
ます。見た目だけでなく、衛生
面でも「キレイ」な空間創りに
貢献。医療・福祉施設をはじめ
とした高い衛生管理が求めら
れる施設にも適しています。

ノーワックスに様々な機能性能に基づいた付加価値を追加した、TAJIMAのNO WAX＋
（ノーワックスプラス）。WEBサイトでは上記以外の機能や詳細なメンテナンスについても
ご紹介しています。
https://tajima.jp/nowax/

ノーワックスメンテナンスはもう常識。
̶そこに付加価値をプラスします̶

ノーワックスメンテナンスはもう常識。
̶そこに付加価値をプラスします̶

ノーワックスメンテナンスはもう常識。
̶そこに付加価値をプラスします̶

汚れが落としやすいUVコーティング

衛生面も安心な抗菌性能

■付着汚れの清掃性
床材 汚れ付着前 汚れ付着後➡清掃後

レイフラットタイル 
ノーワックス

一般的な
UVコーティング

UVコーティングなし

試験方法（当社独自試験）：床材表面に標準汚れ物質を乗せ、乾燥後不織布で水拭きし、汚れの除去具合を観察。

レイフラットタイルノーワックスの特長

ノーワックスの
高いメンテナンス性で
清掃の手間とコストを削減

特長

1 カーペットタイルと合わせ、
デザインの可能性を広げる

特長

2

抗 菌

抗 菌

汚れ付着後 清掃後

汚れ付着後 清掃後

汚れ付着後 清掃後

汚れが
落ちやすい

レイフラットタイルノーワックスとカー
ペットタイルは、踏んだ時の厚みが同じ
になる設計なので、同じ空間に見切り
材なしで自由に貼り分けることができま
す。例えばオフィスなら、レイフラットタ
イルノーワックスはメンテナンス性・耐
久性が高いので通路やカフェスペース
に、カーペットタイルは居住性・緩衝性
が高いので執務スペースやミーティン
グスペースに。床材の特性に合わせた
空間の使い分けや、多彩なデザインが
可能です。

レイフラットタイルノーワックスもカー
ペットタイルも置敷き施工なので、業務
を続けながら短い工期での改修が可能
です。既存の床（ビニル床タイル）への
重ね貼りもでき、下地はがしの騒音・ホ
コリの発生がないため、医療機関・飲
食店舗などの改修におすすめです。
※詳しくは弊社支店営業所までお問い合わせください。

異なる特性の床材を併用し、空間を豊かに

スピード施工で空間の印象を一新

特性を活かして役割を分担
例えばコーヒーをこぼした時に、カーペットタイ
ルは清掃が手間ですが、レイフラットタイルノー
ワックスならサッとひと拭き。特性に合わせた快
適な空間作りができます。

▶

BEFORE カーペットタイル AFTER レイフラットタイル LF-3000

役割を明確にするゾーニング
壁や家具などで空間を区切ることなく、ゾー
ニングが可能です。空間の目的に合わせた床
材が選べます。

Technical Data Lay Flat Tile NO WAX
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価格、スペック

レイフラットタイルノーワックス
メンテナンスの手間とコストを抑えられるノーワックスメンテナンス仕様の置敷きビニル床タイル。
抗菌性も備えられ、表層が低光沢で上質感のある仕上がり。

5.0mm（厚さ）×500mm×   500mm
5.0mm（厚さ）×150mm×1,000mm 5.0mm（厚さ）×1,000mm×1,000mm

用途 用途

建物：オフィスビル、商業施設、公共施設、文教施設など
部位：執務室、店舗、教室、廊下など

建物：オフィスビル、商業施設、公共施設、文教施設など
部位：執務室、店舗、教室、廊下など

価格 8,900円 /m2（材料価格）
価格 11,800円 /m2（材料価格）

規格 規格
材質区分 置敷きビニル床タイルFOA

JIS A 5705　認証番号TC0308169（500mm角のみ）
材質区分 置敷きビニル床タイルFOA

色数 37色（500mm×500mm）
27色（150mm×1,000mm）

色数 4色（1,000mm×1,000mm）

4辺の仕上げ 4辺の仕上げ

面取りなし（500mm×500mm）

クリア面取り 
（1,000mm×1,000mm）

R面取り（150mm×1,000mm）

梱包 10枚/ケース（500mm×500mm/2.5m2分）
14枚/ケース（150mm×1,000mm/2.1m2分）

梱包 3枚/ケース（1,000mm×1,000mm/3m2分）

重量 21.2kg/ケース（500mm×500mm）
18.0kg/ケース（150mm×1,000mm）

重量 29.8kg/ケース（1,000mm×1,000mm）

特性 人体帯電電位 0.4kV以下（JIS L 1021-16 準拠）
表面抵抗値 7.2×1010Ω（JIS K 6911 準拠）※1
体積抵抗値 5.3×109Ω（JIS K 6911 準拠）※1

特性 人体帯電電位 0.4kV以下（JIS L 1021-16 準拠）
表面抵抗値 7.2×1010Ω（JIS K 6911 準拠）※1
体積抵抗値 5.3×109Ω（JIS K 6911 準拠）※1

※1　測定結果で、保証値ではありません。
※2　静電気の発生を抑制し、緩和作用に優れていることを示しております。

 防炎性能試験番号  E1190171  防炎性能試験番号  E1190171

環境特性（省資源：再生材料の使いこなし） 環境特性（省資源：再生材料の使いこなし）
再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品
CASBEE　LR-2資源マテリアル
グリーン購入法適合品

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品
CASBEE　LR-2資源マテリアル
グリーン購入法適合品

R面取り
特殊抗菌UV
コーティング

表層 ガラス不織布

中間層 下層

5.0mm

工法（共通）
下　地 接 着 剤

モルタル、床暖房※3、
二重床、既存床材上等

スベり止め剤

下地全体にローラー刷毛で 
スベリ止め剤を塗布し、 
置き敷き施工をします。
※3　 1,000mm×1,000mmサイズは、 

床暖房下地には適用していません。

面取りなし
特殊抗菌UV
コーティング

表層 ガラス不織布

中間層 下層

5.0mm

〈構成〉

〈構成〉

クリア面取り
特殊抗菌UV
コーティング

表層 ガラス不織布

中間層 下層

5.0mm

抗 菌

裏面セルフタック加工

セルフタック技術は、裏面に施した加工により横ズレ防止性を確保し、居ながらの改修な
どで問題になる“臭気”の発生をおさえ、置敷きタイルの可能性を拡げます。（部分的に両面
テープを使用します。）
また、レイアウト変更や配線換えなどの多い事務所ではタイルをめくった時にその裏面や下
地にベタツキが残らないため、周囲の壁や床材を汚すリスクを低減し、撤去時の分別回収
もさらに行いやすくなり“産廃減量”などに効果を発揮します。
 特許 第4053391号
価格・規格
価格 9,400円／㎡（材料価格）
受注条件 色柄はレイフラットタイルノーワックスより選択可能
 納期3週間　全色受注生産
 20ケース（＝50㎡）以上（500mm×500mm）
 25ケース（＝50㎡）以上（150mm×1,000mm）
 ※1,000mm×1,000mmサイズはセルフタックに対応しておりません。
 サイズにより面積が変わりますのでご注意ください。
商品番号 LN-1□□□S（末尾にセルフタックの“Ｓ”）

レイフラットタイルノーワックスセルフタックは接着剤を使わない
施工が可能。施工環境と循環型社会の実現に貢献する床材です

ビニル床シートやビニル床タイルの仕上げで生じた段差を解消。
汚れ防止加工済

厚さ1.8←→5.8mm
価 格
（材料価格） 1,100円 /枚
材質区分 軟質ビニル樹脂

寸 法 1.8←→5.8（厚さ）×60（幅）×1,000mm（長さ）

梱 包 10枚／ケース

重 量 4.5kg／ケース

色 数 6色

3.0 3.5 4.0 5.02.8

1.
8 5.

8

15
18

25.5
33

48
60

（単位：mm）断面図

表

裏
9300-2601

9300-2602

9300-2604

9300-2603

9300-2605

9300-2606

下地とタイルの見切り材。段差を解消

厚さ1.2←→4.8mm
価 格
（材料価格） 1,100円 /m
材質区分 軟質ビニル樹脂

寸 法 1.2←→4.8（厚さ）×60（幅）×1,000mm（長さ）

梱 包 10枚／ケース

9300-501

9300-502

9300-504

9300-503

9300-505

9300-506

断面図 （単位：mm）

両面テープ

4.
8

床見切り材50 （両面テープ付き）

段差目地棒2060

副資材

※2 ※2

※バッカー面取り加工については対応しておりません。詳しくは弊社支店
営業所までお問い合わせください。

レイフラットタイルノーワックスセルフタック （横ズレ防止加工）

 防炎性能試験番号  E1190289

2020年発売予定
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2020年発売予定

面取りマーク： 商品画像の色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本を併せてご確認ください。面取り
なし

表面クリア
4面面取り

ラウンド
加工

LN-1535 / グラノモルタル
サイズ：1,000mm× 1,000mm×厚さ5mm 
同色別サイズ LN-1508 P.32

LN-1537 / ピエトラバーゼ
サイズ：1,000mm× 1,000mm×厚さ5mm 
同色別サイズ LN-1510 P.34

LN-1536 / グラノモルタル
サイズ：1,000mm× 1,000mm×厚さ5mm 
同色別サイズ LN-1506 P.32

LN-1538 / ピエトラバーゼ
サイズ：1,000mm× 1,000mm×厚さ5mm 
同色別サイズ LN-1516 P.35

MaterialLay Flat Tile NO WAX
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