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厚5mm置敷きビニル床タイル
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FLOOR
アヴァンセラ フロア
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帯電防止性能

アヴァンセラフロアは

置敷き床に要求される帯電性を

満たしており、学校やオフィス等の

床材として御使用頂けます。

4 ■電気特性

※上記の値は測定値であリ、保証値ではありません。
※自社試験

5.0x109

0.7

ヨコ
1.4×1010

タテ
1.5×1010

体積電気抵抗試験（Ω）
（JIS A 1454 準拠）

表面電気抵抗試験（Ω）
（JIS A 1454 準拠）

人体帯電圧（Kv）
（JIS L 1021準拠）

AVANCERA FLOOR の特長
アヴァンセラフロア

コーティング無し

汚れ付着

汚れが付きにくく、
きれいな状態が
長く続きます。

お手入れが簡単で
経済的です。

■ヒールマーク（靴底汚れ）付着・除去試験（AF-5501/5000 回転）

汚れ拭き取り後

特殊UVコーティング有り

汚れ付着

汚れ拭き取り後

特殊 UV コーティングにより初期ワックス不要

1業界トップレベルのリサイクル材使用率

2
特殊 UVコーティングにより、

高い防汚機能を実現し、汚れが付きにくく、

付いても取れやすい仕様となります。

それにより、初期ワックスが不要になり、

それに伴う時間とコストも削減できます。

又、大量の汚水が発生する

ワックス剥離作業が不要となり、

環境負荷も軽減します。

エコスタイルカーペットのリサイクルシステムを活用し業界トップレベル

（製品重量比）

約53%のリサイクル材使用率を実現しました。

クリア層

UV層

プリントフィルム層

特殊 PVC層
（リサイクルバック）

ガラス繊維層

特殊 PVC層
（リサイクルバック）

53
3ピールアップエ法による置敷き施工が可能

優れた寸法安定性により、タイルカーベットと

同じように、置敷き施工ができます。

又、厚みも 5mm 厚ですのでタイルカーペットとの

突き付けでの施工も相性抜群です。
※上記の値は測定値であリ、保証値ではありません。　※自社試験

試験項目 ヨコ タテ

-0.01 -0.05

3.2×10-5 1.6×10-5

加熱による寸法変化試験（%）
（JIS A 1454 準拠）

熱膨張率試験（℃-1)
（JIS A 1454 準拠）

1 2
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フリーアクセス
フロアの規格に
配慮した500mm
モジュール

（アルボスタッコ）

タイルの厚みと
エンボス加工で
不陸が目立ちにくい

配線変更にも
対応できる

ピールアップエ法

優れた
帯電防止性能

一般的なタイルカーペットの場合、パイルが
数ミリ高くなります。パイルは踏む

と同じくらいの高さに沈み込みますので、
厚みの差はさほど気になりません。

見切り金物も不要で、段差も気にならず、
見た目もスッキリ

1 2



ソフィアオーク
AF-5001

リベットメイプル
AF-5008

プレステージチェリー
AF-5009

プレステージチェリー
AF-5010

ビノシュオーク
AF-5011

ビノシュオーク
AF-5012

ビノシュオーク
AF-5013

ビノシュオーク
AF-5014

ビノシュオーク
AF-5015

WOOD

ソフィアオーク
AF-5002

ソフィアオーク
AF-5003

ソフィアオーク
AF-5004

ワイルドオーク
AF-5005

フィニッシュウォルナット
AF-5006

フィニッシュウォルナット
AF-5007

AF-5501
アルボスタッコ

アルボスタッコ
AF-5502

商品一覧

S TONE 特殊 UV コーティング加工により

初期ワックスメンテナンスが不要で、汚れがつきにくく、

きれいな状態が長く続きます。

又、お手入れが簡単で経済的です。

※受注生産品　914.4mm×914.4mm（四方R面取のみ）
　　　　　　　　　詳細は弊社営業担当へお問い合わせ下さい。

WOOD

STONE

市松貼り

流し貼り

流し貼り

ブリック貼り

ヘリンボーン貼り

UV層

クリア層

プリントフィルム層

特殊PVC層
（リサイクルバック）

5.0
mm

四方R面取

特殊PVC層
（リサイクルバック）

ガラス
繊維層

UV層

クリア層

プリントフィルム層

特殊PVC層
（リサイクルバック）

5.0
mm

面取なし

特殊PVC層
（リサイクルバック）

ガラス
繊維層

53

AVANCERA FLOOR
アヴァンセラ フロア

8,900

※表示価格は消費税を含みません。

NO WAX

置敷きビニル床タイル
150mm×914.4mm
5mm
13枚（1.78m2）/ケース
ケース単位
16.5kg/ケース
EO040241
四方R面取
ピールアップ工法

品  種
寸  法
全  厚
梱  包
発 注 単 位
重  量
防炎性能試験番号
面  取
工  法

置敷きビニル床タイル
500mm×500mm
5mm
10枚（2.5m2）/ケース
ケース単位
23.0kg/ケース
EO040241
面取なし
ピールアップ工法

品  種
寸  法
全  厚
梱  包
発 注 単 位
重  量
防炎性能試験番号
面  取
工  法

3 4
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soph ia  oak  ソフィアオーク

AF-5001 AF-5002 AF-5003 AF-5004

AF-5001・AF-5002 2 種ランダム貼り / タイルカーペット : iD-2011EP

AF-5003

自然な抑揚と色合が定番のソフィアオーク

5 6
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AF-5001・AF-5002 2 種ランダム貼り / タイルカーペット : iD-2011EP
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5 6



AF-5008 AF-5005 / タイルカーペット : LX-1203

AF-5008 / タイルカーペット : iD-4205

l i vet  map le  リベットメイプル w i ld  oak  ワイルドオーク

AF-5005AF-5008 AF-5005

美しい木肌と上品な色調のメイプル ダイナミックな抑揚と節が印象的なオーク

7 8
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AF-5009

AF-5009 AF-5010

AF-5010 / タイルカーペット : iD-1221

pres t ige  cherry  プレステージチェリー 豊かな色合と質感が目に優しいチェリー

9 10



AF-5009

AF-5009 AF-5010

AF-5010 / タイルカーペット : iD-1221

pres t ige  cherry  プレステージチェリー 豊かな色合と質感が目に優しいチェリー

9 10



b inoche  oak  ビノシュオーク

AF-5011 / タイルカーペット : iD-1321

AF-5012 / タイルカーペット : LX-1804AF-5011 AF-5012 AF-5013 AF-5014 AF-5015

伸びやかな板目がヴィンテージ感のあるオーク

11 12
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f  i n i s h  w a l n u t  フィニッシュウォルナット

AF-5006

AF-5007AF-5006 AF-5007

高級感と深みのある色彩が美しいウォルナット

13 14
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a lbo  s tucco  アルボスタッコ

AF-5501 AF-5502

AF-5502

AF-5501

ラスティックな表情を持ったモダンモルタル

15 16
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Hard  + Soft

Hard  + Soft

Hard  + Hard

タイルカーペットとコーディネートする事で、より意匠性の高い空間を演出します。COORDINATE

オフィススペースでも

相性の良いタイルカーペットで

リラックスエリアを創出。 AF-5009

iD-4604

ウッドとストーンを

貼り分けることで雰囲気を

変えたパターン。

AF-5003

AF-5004

AF-5502

客室にタイルカーペットが変化を

持たせる設計も容易です。

AF-5012

iD-4804

17 18
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Hard  + Hard

Hard  + Soft

アクセントにウッドを使うことで

ちょっと優しい雰囲気に。

C O O R D I N AT E

タイルカーペットとの自由な

デザイン貼りも可能です。

AF-5501 LX-1201 LX-1201 LX-1201 LX-1201

AF-5007

AF-5502

19 20
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使用上の
注意

施工上の
注意

●ビニル床タイルは光や熱の影響により変退色・変形する可能性があります。

●長時間直射日光が当たる場所では、変退色がより早くなったり、変形がよりしやすくなる可能性があります。

●強い作用を持つ洗剤、漂白剤等の化学物質や、マジックインキや毛染め剤等の

汚染物質及びゴム製品等により変退色や変質を招く場合があります。

●火のついたタバコを落とした場合は焦げ跡が付いたり、変退色する恐れがありますので、すぐに取り除いて下さい。

●家具や什器、ハイヒール等の局所荷重により、へこみ跡が残る場合があります。

●重量物や車輪の移動荷重によってビニル床タイルの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性がありますので、ご注意下さい。

重量物を置く場合は脚部にインシュレーターや小さな板等を敷き、荷重を分散させるようにして下さい。

●金属製キャスターや球形状のキャスターは表面を傷めやすいのでご注意下さい。

●品番やロットによっては寸法や色柄の多少のバラツキがあります。

●水濡れした状態では滑りやすくなり、転倒事故等を招く恐れがありますので、固く絞ったモップ等で拭き取って下さい。

●トイレで御使用の際には尿素等により変退色を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行って下さい。

メンテナンス上
の注意

●アヴァンセラフロアは製品自体に特殊 UVコートを施している為、初期メンテナンスは原則不要です。

●汚れの付き方は歩行量や使用環境で異なる為、状況に応じて洗剤の濃度やワックスの塗布回数を調整して下さい。

●ワックスを塗布していない状態での剥離剤の使用は、製品のコーティング層を侵される場合がありますので、避けて下さい。

●メラミンパッドの使用は、製品にキズが付きやすくなるため、避けて下さい。

●自動床洗浄機の使用の際は、それぞれの洗浄機の使用方法や注意事項に基づいてご使用下さい。

●梱包ケースに記載の品番・規格・ロット番号等を確認の上、施工を開始して下さい。

●施工の際は同一床面上は同ロット製品にて仕上げて下さい。

●ビニル床タイルは施工時の温度に影響を受けやすく、室温と製品に温度差があると、

施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げ等を起こす事があります。

●極端に温度変化が予想されるような場所には不向きです。

（施工後長い間使用せず締め切ったような状況等）

●施工場所の環境は室温15℃～25℃、湿度 75% 以下が望ましく、

やむを得ず14℃以下で施工される場合は、付属のスペーサーをご利用下さい。

●室温 5℃以下では接着剤の反応が悪くなる上、後日突き上げ等を起こす事がありますので、施工をしないで下さい。

●下地は平滑で、よく乾燥していることを確認して下さい。

●下地に汚れやワックス等があると十分な接着強度が得れないため、事前に取り除て下さい。

●施工する24 時間以上前に搬入し、現場環境温度に慣らして下さい。

●製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、16 段以上は積まないで下さい。

不陸のある床に保管すると歪みや癖が発生し、納まりが悪くなります。

又、直射日光の当たる場所も避けて下さい。

●下地に段差や不陸がある場合は平滑にして下さい。

■施工前

●現場が暗い場合は照明器具を用いて十分な明るさを保って下さい。

●製品裏面の矢印で流れ方向を確認して下さい。

●接着剤は専用接着剤（シーザーボンド）を使用して下さい。（ピールアップ工法の場合）

又、接着剤に明記している注意事項もご覧下さい。

●突き上げ防止の為、壁際・柱周りの仕上げは垂直にカットして下さい。

●OAフロアへ施工する場合は床パネルの目地とタイルの目地をずらして施工して下さい。

■施工中

●施工直後に養生シートを使用する場合、ビニル床タイルと養生シートの間に、

結露水や水蒸気等がこもり、ビニル床タイルの反り・突き上げ等が生じる可能性がありますので、

養生シートは通気性のあるものを使用して下さい。

●養生シートをとめる際、製品を汚染する原因となりますので、粘着テープは直接製品に貼り付けないで下さい。

●施工後、残材等を破棄する場合は許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。

●梱包ケース等を焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分して下さい。

●ビニル製品を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

■施工後
■ワックスをかける場合

●樹脂ワックスの密着不良を避けるため、初メンテナンスの際は必ず下地用樹脂ワックスを塗布して下さい。

●帯電防止性を維持する場合は下地用ワックスを塗布した後、帯電防止性能があるワックスを推奨いたします。

※汎用樹脂ワックスでは帯電防止性能が低下する恐れがあります。

●剥離洗浄の際は必ず剥離剤の希釈倍率を守り、剥離剤を床面に長時間放置しないようにして下さい。

●ワックスを塗布する場合は、必ず事前に汚れ等を除去して下さい。又、ワックスに明記している注意事項もご覧下さい。
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使用上の
注意

施工上の
注意

●ビニル床タイルは光や熱の影響により変退色・変形する可能性があります。

●長時間直射日光が当たる場所では、変退色がより早くなったり、変形がよりしやすくなる可能性があります。

●強い作用を持つ洗剤、漂白剤等の化学物質や、マジックインキや毛染め剤等の

汚染物質及びゴム製品等により変退色や変質を招く場合があります。

●火のついたタバコを落とした場合は焦げ跡が付いたり、変退色する恐れがありますので、すぐに取り除いて下さい。
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●重量物や車輪の移動荷重によってビニル床タイルの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性がありますので、ご注意下さい。

重量物を置く場合は脚部にインシュレーターや小さな板等を敷き、荷重を分散させるようにして下さい。

●金属製キャスターや球形状のキャスターは表面を傷めやすいのでご注意下さい。

●品番やロットによっては寸法や色柄の多少のバラツキがあります。

●水濡れした状態では滑りやすくなり、転倒事故等を招く恐れがありますので、固く絞ったモップ等で拭き取って下さい。

●トイレで御使用の際には尿素等により変退色を起こす場合がありますので、こまめに掃除を行って下さい。

メンテナンス上
の注意

●アヴァンセラフロアは製品自体に特殊 UVコートを施している為、初期メンテナンスは原則不要です。
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●ワックスを塗布していない状態での剥離剤の使用は、製品のコーティング層を侵される場合がありますので、避けて下さい。
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●梱包ケースに記載の品番・規格・ロット番号等を確認の上、施工を開始して下さい。

●施工の際は同一床面上は同ロット製品にて仕上げて下さい。

●ビニル床タイルは施工時の温度に影響を受けやすく、室温と製品に温度差があると、

施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げ等を起こす事があります。

●極端に温度変化が予想されるような場所には不向きです。
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やむを得ず14℃以下で施工される場合は、付属のスペーサーをご利用下さい。

●室温 5℃以下では接着剤の反応が悪くなる上、後日突き上げ等を起こす事がありますので、施工をしないで下さい。

●下地は平滑で、よく乾燥していることを確認して下さい。

●下地に汚れやワックス等があると十分な接着強度が得れないため、事前に取り除て下さい。

●施工する24 時間以上前に搬入し、現場環境温度に慣らして下さい。

●製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、16 段以上は積まないで下さい。

不陸のある床に保管すると歪みや癖が発生し、納まりが悪くなります。

又、直射日光の当たる場所も避けて下さい。

●下地に段差や不陸がある場合は平滑にして下さい。

■施工前

●現場が暗い場合は照明器具を用いて十分な明るさを保って下さい。

●製品裏面の矢印で流れ方向を確認して下さい。

●接着剤は専用接着剤（シーザーボンド）を使用して下さい。（ピールアップ工法の場合）

又、接着剤に明記している注意事項もご覧下さい。

●突き上げ防止の為、壁際・柱周りの仕上げは垂直にカットして下さい。

●OAフロアへ施工する場合は床パネルの目地とタイルの目地をずらして施工して下さい。

■施工中

●施工直後に養生シートを使用する場合、ビニル床タイルと養生シートの間に、

結露水や水蒸気等がこもり、ビニル床タイルの反り・突き上げ等が生じる可能性がありますので、

養生シートは通気性のあるものを使用して下さい。

●養生シートをとめる際、製品を汚染する原因となりますので、粘着テープは直接製品に貼り付けないで下さい。

●施工後、残材等を破棄する場合は許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。

●梱包ケース等を焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分して下さい。

●ビニル製品を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

■施工後
■ワックスをかける場合

●樹脂ワックスの密着不良を避けるため、初メンテナンスの際は必ず下地用樹脂ワックスを塗布して下さい。

●帯電防止性を維持する場合は下地用ワックスを塗布した後、帯電防止性能があるワックスを推奨いたします。

※汎用樹脂ワックスでは帯電防止性能が低下する恐れがあります。

●剥離洗浄の際は必ず剥離剤の希釈倍率を守り、剥離剤を床面に長時間放置しないようにして下さい。

●ワックスを塗布する場合は、必ず事前に汚れ等を除去して下さい。又、ワックスに明記している注意事項もご覧下さい。
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