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色と柄の数だけストーリーがある、LX SERIES。
自然界の様々な事象からインスピレーションを受けたデザインの数々。
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FLOOR  DESIGNING 2021

The LX Series has as many stories as it has patterns and colors.
The many designs are inspired by a wide range of natural phenomena.
THE standard carpets to suit any space, they will keep on evolving.

LX Seriesは、マルチトーンの1本の糸を数本組合せてデザインするこ

とにより複雑に多色ミックスされています。

そこから生まれる色の深みこそが LX Series 最大の魅力であり、選べ

る柄の多さも他に類を見ない価値あるコレクションとなっています。

LX Series is made by complex colors mix, designed by combining 
several one multi-tone yarns . 
The depth of color created from this combination is what fascinates of 
the LX Series.  Also the variety of patterns that can be made renders 
LX series an unparalleled and valuable collection.
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※自社製品、自社試験によるもので保証するものではありません。

※3

※3
※4

※4

テスト前 テスト後 テスト前 テスト後

LXシリーズの特徴

  循環型リサイクルタイルカーペットは、
サスティナブルな低炭素社会を目指します。

重歩行のエリアにも対応

CE Mark ヨーロッパでは耐久性をどのように評価するか？

ダストポケット効果

※日本カーペット工業組合ホームページより

  国際的な環境問題の取り組みや認証基準にも適合

グリーン購入法 特定調達物品適合品

  ナイロン原着糸を採用

  カーペットの特徴

オフィスなどで身近にあるタイルカーペットを、埋
め立て廃棄することなく、市場から使用済みタイル
カーペットを回収し、バッキング材として再生する。
それが、「ECOS® Recycle System（エコス リサ
イクル システム）」。高品質でありながら、バージン
品と変わらないコストパフォーマンスを実現しまし
た。ECOS®の強味は、永続性のあるビジネスモデル
にあります。バッキング材の再生材を使用済みタイ
ルカーペットのみに限定することで材料の由来を明
確に管理し、安全性を確保しました。また、安定した
価格と供給量を維持する体制を構築しています。

カーペットが長期に使用されるためには変色しにくいことが重要です。原着糸※1は、染料を用いた後染め製品と比較して
太陽光による日焼けや、Nox※2、オゾンなどの酸化ガスによる変色が起こりにくいです。また、染色加工時に多量の工業
水を必要とする後染め方式と違い、水や素材を節約し染液の汚水処理を軽減します。原着糸は耐光性、耐薬品性、摩擦
堅牢度に優れています。

原着ナイロンカーペットと後染めナ
イロンカーペットを同条件下で、
NO2暴露テストを行った結果、色の
変化に差がありました。

2012年改正エコマークの基準
（水平循環型リサイクル）に対応

CO2削減率はバージン材使用商品と
ECOS商品との比較値。（自社LCA調べより）

「リサイクル材の使用」項目において
CASBEE（建築環境総合性能評価
システム）の評価に貢献できます。

米国 CRI（Carpet and Rug Institute カーペッ
ト・ラグ協会）が制定する室内空気環境の認証シス
テムGreen Label Plus※1を取得。この認証により
LEED※2Pointの獲得に貢献します。
（※ECOSナイロン商品全て）

グリーン購入法特定調達物品のカーペットに対す
る判断基準「未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラ
スチック及び再生材料の合計重量が製品全体重量
比で25%以上使用されていること」等の規定を満
たす製品です。

2011年度 グッドデザイン賞を受賞
（※ECOSナイロン商品全て）

※1　Green Label Plus（グリーンラベルプラス）は、室内環境に影響を与えるホルムアルデヒドといった13種類の揮発性物質等の放散量を測定し、厳格な基準をクリアしたカーペットに対して与えられる認証プログラムです。
※2　LEED（リード）は、Leadership in Energy and Environmental Designの略称で、アメリカの環境性能評価システムです。

※1 ナイロンを紡糸する前の原液（溶融ポリマー樹脂、またはポリマー溶液の状態）に顔料を加えて着色原液を作り、その液を紡糸し着色した繊維です。
※2 Nox（窒素酸化物）は、高温燃焼の際に空気中の酸素と窒素が反応することで生じ、自動車、ボイラー、ファンヒーターの排気に含まれています。たとえ低濃度であっても長期間の暴露により、次第に変色への影響を
及ぼすことがあります。

LXシリーズは、高い再生材比率と
CO2削減率を達成しています。

NO2（二酸化窒素）
暴露変色テスト

原着ナイロンカーペットと後染めナ
イロンカーペットを同条件下で、光
源に紫外線カーボンアークを使用し
た促進試験を行った結果、色の変化
に差がありました。

耐光性テスト
1

5

4

6

7

83

2 使用 再生

再生材比率

71%
CO2 削減率

26%

※LX-1800のみ%が異なります
  （再生材比率70% CO2削減率25%）

原着ナイロンカーペットと後染めナ
イロンカーペットを同条件下で、次
亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬→
水洗い→乾燥の行程で試験を行っ
た結果、色の変化に差がありました。
※次亜塩素酸ナトリウム水溶液はノロウイルスに
　対する床メンテナンスの際に使用されています。

耐薬品性テスト

※原着ナイロンカーペットは、漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム水溶液）による
　変色のリスクが低減されます。

テスト前 テスト後 テスト前 テスト後

テスト前 テスト後 テスト前 テスト後

ECOS® Recycle Systemフロー

施工
Eco-Friendly 
Installation

指定リサイクル工場
Recycling of PVC

リサイクル
タイルカーペット納品
Procurement 
of recycled carpet tile

リサイクル
タイルカーペットの出荷
Delivery 
of carpet tile

住江テクノ（株）
タイルカーペット工場
New tile 
production at 
Suminoe Techno

廃タイルカーペット
収集、運搬
Collection of 
waste carpet tile

タイル
カーペット廃棄
Waste 
of carpet tileリサイクル

カーペット使用
Life time 
of carpet tile

Use Recycling

耐摩擦性、耐久性に優れたBCF原着ナイロンを使用し、歩行量の多い使用環境が想定されるエリアに適しています。

カーペットは他の床材などではできない、糸部分でハウスダスト（ほこり）を取り込む特性があります。このダストポケット効果により、
ハウスダストの舞い上がりを抑え、安全な生活空間づくりに大きな力を発揮します。
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PLAN 01

Office

太さの異なるラインパターン。
空間をスマートに演出。
A pattern of lines of different widths.
It gives the space a stylish ambience.

LX-1007

LX-1005 Refresh corner in office buildingLX-1010

LX-1008

LX-1005

LX-1004 LX-1001 LX-1002

LX-1001

PLAN 02
リフレッシュスペースは明るく、
落ち着きのあるカラーリングで。
Light and calm colors for the rest space.

ECOS LX-1000
STRIPE ストライプ
シンプルな2色のストライプで構成された
スタンダードなデザインのタイルカーペットです。
落ち着いた配色は構成のベースとなり、
様々な空間に対応します。
Carpet tiles with a standard design 
consisting of simple two-color stripes.
The calm color schemes will suit any space, 
providing the basis for the whole design.

5 6
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PLAN 03
同色系の商品をランダムな直線に構成し、
深みを足したプランです。
Randomly arranging products with similar colors adds depth.

PLAN 04
家具とポイント色を合わせた、
大人な雰囲気を感じさせるコーディネート。
A sophisticated design with a focal color that matches the furniture.

PLAN 05
机の位置はここ。

デザイン+意味 が面白いパターン。
Desks are here to stay.

There is an interesting pattern with
 design and meaning.

LX-1103 LX-1006

LX-1309 LX-1812LX-1004

LX-1002

LX-1121

LX-1007

LX-1206 DARK LIGHT

LX-1006

LX-1103

LX-1006 LX-1006 LX-1103LX-1206

LX-1812 LX-1004

LX-1002

LX-1309

LX-1121

LX-1007

Lobby in Hotel

Schoolroom

Refresh corner in Design office building

7 8
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PLAN 08
入口から広がる通路にポイントを配置。
リラックスして働く空間をイメージ。
Accents are added along the way from the entrance.
Make your workplace motivational.

LX-1126 LX-1130

LX-1121LX-1132

PLAN 07
ポイントを散らし、動きをプラス。
Scatter the focal points to add a sense of movement.

ECOS LX-1100
RANDOM ランダム
深みある色をランダムに構成した、
ストライプ調のデザインです。
あらゆるインテリアに寄り添います。
Random stripes with deep colors.
This will go well with any interior design.

LX-1134

LX-1130

LX-1126

LX-1132 LX-1121

LX-1101

LX-1133

PLAN 06
色味のあるコーディネートで明るい雰囲気に。

Use a colorful scheme to create a bright atmosphere.

Refresh corner

Lobby in Hotel

Office

9 10
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LX-1121

LX-1101

LX-1102

LX-1009LX-1127

LX-1810 LX-1811LX-1701LX-1128

PLAN 09
大胆にクロスしたラインをアクセントとし、アシンメトリーな空間に。
Providing sense of asymmetric space accentuated with a bold cross.

PLAN 11
格子とポイントを織り交ぜた、動きのあるパターン。
A pattern with a sense of movement created by the interplay 
between lattice lines and square focal points.

PLAN 10
モノトーンのグラデーションで

空間に変化を。
Add interest to the space by 
using monotone gradations.
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PLAN 13
同色柄違いの貼り分けと、
片ボーダーにすることで少し変化を加えたスタイルです。
Here, a touch of interest has been added to the design by 
arranging tiles with the same color but different patterns to 
create a border on one side.

LX-1807LX-1508LX-1128

LX-1133

LX-1206

PLAN 12
無彩色とナチュラルカラーを無理なく調和させた
グラデーションパターン。
Pattern with achromatic and natural-colored cells 
comfortably gradated.

PLAN 14
狭い空間にも一味加えたい。
例えば、壁際にアクセントを。

Make a small difference 
even in a narrow space.

Put an accent against a wall, 
for instance.

LX-1815

LX-1807 LX-1128

LX-1206 LX-1133

LX-1508

LX-1131

LX-1121

Refresh corner in Design office building

Corridor in Hotel

Guest room in Hotel
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PLAN 15
一配色を市松貼りするだけで、
様 な々表情を楽しむことが出来るLX-1200。
Simply creating check patterns with single-color LX1200 tiles 
offers a wealth of design possibilities.

PLAN 16
DARKとLIGHTをグラデーションになるように配置したパターン。
パープルカラーのコーディネートで、知的な美しさを感じる雰囲気に。
A pattern formed from the gradation of dark and light colors.
The purple scheme exudes intelligence and beauty.

ケースには、濃い色調と淡い色調のタイルがランダムに入っています。
施工の前にDARKとLIGHTに選別し、施工して頂く必要があります。
Dark- and Light-colored tiles are randomly contained in shipping cartons.
You are requested to sort out the tiles first and get the job done.

LX-1204 DARK LIGHT

LX-1205

ECOS LX-1200
CROSSROAD クロスロード
人々が行き交う都会的なイメージのデザインです。
4つのグラデーションからなる柄は、
市松貼りにすることで変化に富んだ空間を創り出します。

A design inspired by a busy city.
The checkered pattern formed from the four-tone 
gradation creates a lively space.

LX-1204Cafeteria in Design office building

Refresh corner in office building

DARK

DARK

LIGHT

LIGHT

15 16
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PLAN 17
LX-1200の全配色を使用した構成プランです。
それぞれの個性をご覧ください。
This layout uses LX1200 tiles in the full range of colors.
See how unique each one looks.

LX-1207

LX-1208 LX-1201 LX-1203

LX-1205

LX-1204LX-1206LX-1202

Cafe lounge in Shopping mall

17 18



PLAN 17
LX-1200の全配色を使用した構成プランです。
それぞれの個性をご覧ください。
This layout uses LX1200 tiles in the full range of colors.
See how unique each one looks.

LX-1207

LX-1208 LX-1201 LX-1203

LX-1205

LX-1204LX-1206LX-1202

Cafe lounge in Shopping mall

17 18



PLAN 18
自然の色をイメージしたコーディネート。
働くスペースに癒しの印象をプラス。
Mother Nature’s colors sprinkled here and there.
Healing effect ingeniously added in workplaces.

PLAN 19
2配色をランダムに配置した、
深みを感じるスタイルです。
This design uses two different colors of tiles 
placed randomly to create a sense of depth.

【LX-1203】
ケースには、濃い色調と淡い色調のタイルがランダムに入っています。
施工の前にDARKとLIGHTに選別し、施工して頂く必要があります。
Dark- and Light-colored tiles are randomly contained in shipping cartons.
You are requested to sort out the tiles first and get the job done.

LX-1203 LX-1813 LX-1805 LX-1806DARK LIGHT

LX-1206 DARK LIGHT

LX-1201 DARK LIGHT

PLAN 20
壁と床のカラーを合わせたコーディネートで、
空間に統一感を。
The matching colors on the wall and 
floor give the space a sense of unity.

LX-1805

Entrance lobby in Design office building Lobby lounge in Apartment

Entrance lobby in Design office building

LX-1813

LX-1203

LX-1206

LX-1201 LX-1903 LX-1202

LX-1201

LX-1806

19 20
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PLAN 21
シックな床にビビッドな赤の椅子が映えた、
ポイントコーディネート。
A vivid red chair adds a splash of color 
that contrasts with the chic floor.

LX-1302

LX-1302

LX-1305LX-1311

ECOS LX-1300
MIST ミスト
霧（ミスト）をイメージしたデザインです。
無地調でありながら微かに見える柄は、まるで霧の中に見える景色のよう。

A design inspired by mist.
The patterns faintly visible through the solid color are like a misty landscape.

Refresh corner in office building

21 22
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PLAN 22
木のぬくもりを感じるカラーの
コーディネートで
安らぎあるお部屋に。
Woody warm colors to 
create a peaceful room.

PLAN 24
色は統一し、柄違いの3商品をランダムに配置。
様 な々表情を楽しめるコーディネート。
Three same-color, different-pattern products randomly arranged.
Enjoyable flooring with various expressions.

LX-1303

LX-1302

LX-1313

LX-1309

LX-1502LX-1402LX-1302

PLAN 23
空間ごとに色分けした

構成パターン。
Different colors are used 

for each space.

LX-1313

LX-1303 LX-1302

LX-1402

LX-1502LX-1302

LX-1309

Hospital room

Office

Design office

23 24



PLAN 22
木のぬくもりを感じるカラーの
コーディネートで
安らぎあるお部屋に。
Woody warm colors to 
create a peaceful room.

PLAN 24
色は統一し、柄違いの3商品をランダムに配置。
様 な々表情を楽しめるコーディネート。
Three same-color, different-pattern products randomly arranged.
Enjoyable flooring with various expressions.

LX-1303

LX-1302

LX-1313

LX-1309

LX-1502LX-1402LX-1302

PLAN 23
空間ごとに色分けした

構成パターン。
Different colors are used 

for each space.

LX-1313

LX-1303 LX-1302

LX-1402

LX-1502LX-1302

LX-1309

Hospital room

Office

Design office

23 24



PLAN 25
窓口とロビーの間で切り替え、
ゾーニングを意識したデザインパターン。
This design is created with zoning in mind, 
with a shift in color going from the counter area to the lobby. LX-1403LX-1402LX-1121

ECOS LX-1400
FUSION フュージョン

木材に独特な削り痕を残す日本古来からの加工技術「名栗（なぐり）」を想起させるデザインです。
カーペットに木材の加工を融合させた柄はラスティックな空間を演出します。

A design reminiscent of Naguri, a traditional Japanese carpentry technique 
which leaves distinctive carving patterns in the wood.
By fusing carpet with carpentry, the pattern creates a rustic atmosphere.

LX-1409

LX-1403

LX-1402

LX-1121

Bank

25 26
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PLAN 26
シンプルな貼り分けが美しいLX-1500。
LX-1500 tiles look beautiful laid in a simple arrangement.

LX-1511

LX-1505 LX-1509

PLAN 27
照明に合わせた曲線の貼り分けで、優しい空間を演出します。
Laying different tiles on either side of the curve formed 
by the lighting produces a gentle atmosphere.

ECOS LX-1500
QUARTZ クオーツ

大胆にグラデーションが変化していくジオメトリックデザインです。
落ち着いた色調で空間にモダンな印象を与えます。

A geometric design with bold gradations.
Calm tones give the space a modern air.

LX-1509

LX-1505

LX-1508 LX-1511

EV hall in office building

Meeting room in office building

27 28
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PLAN 29
壁や床、家具の色味を揃えたトータルコーディネート。
A totally coordinated scheme that uses matching colors for the walls, 
floors, and furniture.

PLAN 30
窓から自然の緑を取り込むイメージで、
空間をスタイリッシュに。
A stylish space inspired by bringing in the green from 
outside through the window.

LX-1511 LX-1817

LX-1505 LX-1502 LX-1511

LX-1817LX-1817

LX-1511

LX-1511

LX-1134 LX-1503

LX-1511LX-1503LX-1134

PLAN 28PLAN 28
ゾーニングを意識した、大胆な構成パターン。
A bold design created with zoning in mind.

Office

Refresh corner in office building

Open space in Museum

29 30
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LX-1611 LX-1613

LX-1603

LX-1608

LX-1608

PLAN 31
家具に合わせた色調で安らぎをコーディネート。
Using colors that match the furniture creates a comfortable space.

PLAN 32
ラグに見える貼り分けのパターン。
A pattern of tiles that looks like a rug.

ECOS LX-1600
SHADE シェード

ランダムなブロックのかすれ調デザインです。
色の濃淡によって柄に抑揚がうまれ、
上質な表情の空間を演出します。

A design based on random blocks of faded colors.
The different shades of the colors bring the pattern to life, 
producing an elegant ambience.

LX-1613

LX-1611

LX-1613

Bedroom

Lounge in Hotel

31 32
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PLAN 33
鮮やかなブルーのボーダーをあしらい、

爽やかな空間に。
Featuring a brilliant blue border,

your space looks more refreshing.

PLAN 35
店舗と商品の雰囲気に合わせ、
上品なボーダーパターンに。

An elegant striped pattern chosen to go with 
the atmosphere of the store and products.

LX-1608

LX-1819

LX-1608

LX-1613

LX-1005

LX-1611

LX-1812

PLAN 34
赤がキーカラーの空間。
床→壁→床 と切り替えが面白い。
The key color here is red.
Look at the floor, wall and floor to enjoy the color switching.

LX-1608

LX-1819

LX-1611

LX-1608

LX-1005

LX-1613

LX-1812

Corridor in Design office building

In the shop

Meeting area in office building

33 34
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PLAN 36
浜辺をイメージしたデザインパターンです。
A design pattern inspired by a beach.

ECOS LX-1700
SURF サーフ
岸に打ち寄せる波をモチーフにした、ゆるやかな曲線柄のデザインです。
忙しい日々の足元を静かな波で潤します。

Gentle curves inspired by waves lapping a shore.
Lazy waves add a touch of calm beneath busy feet.

LX-1709 LX-1707

LX-1703

LX-1704

LX-1702

PLAN 38
リゾートを思わせる雰囲気で、気分もリラックス。
A relaxing, resort-like atmosphere.

PLAN 37
硬い空間に波柄を入れることで、
柔らかい雰囲気を醸します。
Adding a wave pattern to a cold, 
hard space makes it feel softer.

LX-1709

LX-1707

LX-1704

LX-1703

University

Lobby in Hotel

Office

35 36
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PLAN 39
壁面のカラーとマッチしたコーディネート。
Wall colors and floor colors well matched each other.

PLAN 40
印象的な天井の曲線を意識し、
床面も曲線でゾーニング。
Conscious of the impressive ceiling curves,
the floor colors are also zoned in curved lines.

LX-1820LX-1815LX-1701

LX-1708LX-1703

LX-1706

LX-1701

LX-1134

PLAN 41
ベージュ×ブルーグリーンの爽やかなコーディネート。
例えば、コーポレートカラーをアクセントに。
Brisk coordination in beige and bluish green.
Possibly accentuated with your corporate color.

LX-1703
LX-1701LX-1701

LX-1815LX-1815

LX-1820

LX-1708

Corridor in office building

Meeting area in office building

Entrance lobby in Modern office building

37 38
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PLAN 44
五角形をラグ感覚で。
スタイリッシュな印象のデザイン。
A lone pentagon on the floor.
This design is stylish and impressive.

PLAN 43
ベーシック色でまとめたバイアスデザイン。

気品と遊び心を感じる空間に。
Here is bisa effect in basic colors.

For everybody to experience elegance and playfulness.

LX-1805

LX-1807

LX-1801

LX-1803

LX-1808

LX-1818

LX-1814

LX-1810

LX-1813

LX-1818

LX-1817

PLAN 42
窓から見えるカラーを床にも取り入れた
ナチュラルスタイル。
A natural style that takes colors from beyond the window 
and incorporates them into the floor.

ECOS LX-1800
TIDE タイド
光の変化で格子模様が浮かび上がるデザインです。
無地でありながら立体的に見えるテクスチャーは、
方向性を感じさせない次世代のハイブリッドタイルカーペットです。

Lattice patterns emerge with the changing light.
The texture makes the solid color look three-dimensional.
This versatile next-generation hybrid carpet tile will work with any style.

LX-1803

LX-1801

LX-1808 LX-1818

LX-1807

LX-1805

Lounge in Company recreation facility

Clothes shop

Car showroom
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PLAN 46
今日一日がもっと楽しくなるように。
活き活きと開放感を感じるオレンジをあしらって。
This floor may invigorate your day.
The orange makes you feel vividly and open-hearted.

PLAN 45
モダンアートのようにラインをレイアウト。
大空間ならではのプラン。
The lines are sharply laid out with modernist touch.
A flooring plan for large spaces.

LX-1804

LX-1812

LX-1801

LX-1802

LX-1806LX-1802LX-1801

LX-1820LX-1819LX-1816

LX-1801 LX-1811

LX-1806

PLAN 47
大きな空間だからこそ、おおらかな曲線のデザイン。
ゆったりとした印象の空間に。
A big curve is best suited for a large space.
Give your public area a relaxed atmosphere.

LX-1802

LX-1801

LX-1806 LX-1801 LX-1816

LX-1820 LX-1819

LX-1802

LX-1804 LX-1812

Modern office

Cafe lounge in Shopping mall

Corridor in Shopping mall
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PLAN 50
まるで一枚の絵のように。
光と自然を感じるデザインパターン。
Just like on a tremendous canvas,
this design imparts light and nature.

PLAN 48
毎日が楽しくなるように。
明るくおおらかなデザインパターンです。
Make your workday pleasurable.
The bright, expansive pattern helps you get it.

PLAN 49
身体を治すところだからこそ

気持ちも元気になるデザインに。
This is a place to get your body back to normal.

The design must cheer up your feelings.

LX-1809 LX-1810

LX-1811 LX-1818

LX-1803 LX-1810

LX-1813 LX-1815

LX-1004 LX-1008

LX-1134 LX-1706

LX-1801 LX-1802

LX-1809 LX-1813

LX-1804

LX-1814

LX-1816 LX-1818

LX-1810

LX-1818

LX-1809

LX-1811

LX-1816

LX-1803

LX-1810

LX-1815

LX-1818

LX-1801

LX-1802

LX-1008

LX-1804

LX-1706

LX-1814

LX-1809

LX-1813

LX-1134

LX-1813

LX-1004

Kindergarten

Corridor in Hospital

Lobby in Airport

43 44



PLAN 50
まるで一枚の絵のように。
光と自然を感じるデザインパターン。
Just like on a tremendous canvas,
this design imparts light and nature.

PLAN 48
毎日が楽しくなるように。
明るくおおらかなデザインパターンです。
Make your workday pleasurable.
The bright, expansive pattern helps you get it.

PLAN 49
身体を治すところだからこそ

気持ちも元気になるデザインに。
This is a place to get your body back to normal.

The design must cheer up your feelings.

LX-1809 LX-1810

LX-1811 LX-1818

LX-1803 LX-1810

LX-1813 LX-1815

LX-1004 LX-1008

LX-1134 LX-1706

LX-1801 LX-1802

LX-1809 LX-1813

LX-1804

LX-1814

LX-1816 LX-1818

LX-1810

LX-1818

LX-1809

LX-1811

LX-1816

LX-1803

LX-1810

LX-1815

LX-1818

LX-1801

LX-1802

LX-1008

LX-1804

LX-1706

LX-1814

LX-1809

LX-1813

LX-1134

LX-1813

LX-1004

Kindergarten

Corridor in Hospital

Lobby in Airport

43 44



LX-1903

LX-1901

LX-1904 LX-1002

LX-1901

LX-1810

LX-1901 LX-1002

PLAN 51
階段が多いホールでは、
目地の目立ちにくいLX-1900が美しい。
In a hall with lots of stairs,
the seamless tile LX-1900 is best suited.

PLAN 52
目地が目立ちにくいLX-1800とLX-1900を使い、
ゆったりとした波のデザインパターン。
Using the LX-1800 and LX-1900 with unnoticeable joints,
the wavy pattern extends largamente before your eyes.

PLAN 53
壁がなくても床の貼り分けで通路を演出。
Using different tiles creates aisles even when 
there are no walls.

ECOS LX-1900
RICH PLAIN リッチ プレイン

深みのあるMIX糸とさり気ないテクスチャーが特徴の
一味違ったタイプのタイルカーペットです。
A unique carpet tile that features a subtle texture 
and a mixed yarn with depth.

LX-1904

Audience seats of Theater

Waiting area

Office
45 46
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PLAN 55
優しいトーンの色調でまとめたコーディネート。
人が多く通るドア前は濃い色調で。
A color scheme consisting entirely of soft tones.
A darker tone has been used in front of the door, 
as an area that many people will pass through.

PLAN 56
家具と合わせた色調の
シンプルなスタイル。

A simple style with colors that
 match the furniture.

PLAN 54
大きく段々に色分けしたデザイン貼りは、

空間に変化をプラス。
The way the colors are divided in large steps

 adds interest to the space.

LX-2501

LX-2506

LX-2504

LX-2505

LX-2503 LX-2506LX-2502

LX-2503

LX-2506

LX-2504

LX-2505

LX-2506

ECOS LX-2500
CREVICE クレビス
自然の中で経年変化する岩肌の表情をモチーフにしたデザインです。
方向性を感じさせない柄は、様々なシーンにもマッチします。

A design inspired by how rocks in nature change in appearance over time.
The versatile pattern will suit a wide range of settings.

Cafe

Entrance lobby in office building

Bedroom

47 48
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LX-2506

LX-2502

LX-2501

LX-2505

LX-2606

LX-2602

LX-2601

LX-2605
LX-2502LX-2501

LX-2601 LX-2602

LX-2504

LX-2505

LX-1134

LX-2602

LX-2501 LX-2502

PLAN 57
同色柄違いだからこそできる貼り分けパターン。
LX-2500とLX-2600を組み合わせることで一味違う空間に。
The kind of layout that can only be created by using tiles with the same color but different patterns.
Combining LX2500 and LX2600 creates a space with a distinctive feel.

PLAN 58
グリーンを取り入れ、明るく清潔感ある空間に。
Throw in some green for a bright, clean-looking space.

PLAN 59
空間に合わせた色の配置と、貼り分けによって
LX-2500とLX-2600がグラデーションになるように
構成したプランです。
This design uses a color layout that fits in with the space, 
and combines LX2500 and LX2600 to form a gradation.

LX-2601

Lobby

Entrance lobby in office building

Office
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PLAN 61
濃淡の大きなスクエアパターンは
空間をモダンにアレンジ。
The square pattern with large differences in 
shading gives the space a modern feel.

PLAN 62
リズミカルにポイントを構成した

シンプルパターンです。
A simple pattern of rhythmically

 arranged focal points.

PLAN 60
大きく斜めに色分けすることで、

シャープな印象に。
The large, diagonal color-blocking

 creates a sharp impression.

LX-2602

LX-2604

LX-2603

LX-2601

LX-2602

LX-2606

LX-2603 LX-2601

LX-2604

LX-2602

LX-2602

LX-2605

ECOS LX-2600
ASHLAR アシュラ―
石垣にみられる不規則な形の積み重ねを要素にしたデザインです。
繊細でありながら大胆さを感じる柄は、空間にアクセントを加えます。

A design inspired by the irregular stacks of shapes in stone walls.
The delicate-yet-bold patterns add accents to the space.

Lobby

Lobby in Hotel

Entrance lobby in Design office building
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PLAN 63
ゾーニングを意識したパターン。
アクセントに黄色をプラス。
A pattern created with zoning in mind.
Yellow is added as an accent.

LX-2501

LX-2602

LX-1815

LX-2601

LX-2604

LX-1810LX-2606LX-2505

PLAN 65
石畳を思わせる貼り分けと

大きなグラデーションの構成スタイル。
A design based on a large gradation and

 a tile arrangement that evokes flagstones.

PLAN 64
上品なバイアスデザイン。
レストランにもマッチ。

An elegant bias design.
Perfect for restaurants, too.

LX-2505

LX-2501

LX-2602

LX-2601

LX-1815

LX-2604

LX-2606 LX-1810Design office

Restaurant Lobby lounge in Apartment
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COLOR VARIATION

LX-1001 LX-1002 LX-1003

LX-1005 LX-1006

LX-1009 LX-1010

LX-1007

LX-1004

LX-1008

LX-1000 STRIPE シンプルな2色のストライプで構成されたスタンダードなデザインのタイルカーペットです。
落ち着いた配色は構成のベースとなり、様々な空間に対応します。

LX-1201 LX-1202

LX-1203 LX-1204 LX-1205

LX-1206 LX-1207 LX-1208

LX-1200 CROSSROAD 人々が行き交う都会的なイメージのデザインです。
4つのグラデーションからなる柄は、市松貼りにすることで変化に富んだ空間を創り出します。

LX-1131 LX-1121 CLX-1121（クレンゼ®加工） LX-1122 LX-1101 CLX-1101（クレンゼ®加工）

LX-1123 LX-1124 LX-1125 LX-1102

LX-1126

LX-1127 LX-1103 LX-1135

LX-1133 LX-1128

LX-1130

LX-1132

LX-1129 LX-1134

LX-1100 RANDOM 深みある色をランダムに構成した、ストライプ調のデザインです。
あらゆるインテリアに寄り添います。

LX-1311 LX-1302 LX-1303 LX-1305

LX-1313 LX-1309

LX-1300 MIST 霧（ミスト）をイメージしたデザインです。
無地調でありながら微かに見える柄は、まるで霧の中に見える景色のよう。

55 56
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COLOR VARIATION

LX-1402 LX-1403 LX-1405 LX-1409

LX-1400 FUSION 木材に独特な削り痕を残す日本古来からの加工技術「名栗（なぐり）」を想起させるデザインです。
カーペットに木材の加工を融合させた柄はラスティックな空間を演出します。

LX-1611 LX-1603 LX-1613 CLX-1613（クレンゼ®加工） LX-1608 CLX-1608（クレンゼ®加工）

LX-1600 SHADE ランダムなブロックのかすれ調デザインです。
色の濃淡によって柄に抑揚がうまれ、上質な表情の空間を演出します。

LX-1511 LX-1502

LX-1508 LX-1509

LX-1503 LX-1505

LX-1500 QUARTZ 大胆にグラデーションが変化していくジオメトリックデザインです。
落ち着いた色調で空間にモダンな印象を与えます。

LX-1701 LX-1702 LX-1703 LX-1704 LX-1705

LX-1706 LX-1708LX-1707 LX-1709

LX-1700 SURF 岸に打ち寄せる波をモチーフにした、ゆるやかな曲線柄のデザインです。
忙しい日々の足元を静かな波で潤します。

LX-1801 LX-1802 LX-1803 LX-1804 LX-1805 LX-1806

LX-1807 LX-1808 LX-1809 LX-1810 LX-1811 LX-1812

LX-1813 LX-1819 LX-1820LX-1814 LX-1815 LX-1816 LX-1817 LX-1818

LX-1800 TIDE 光の変化で格子模様が浮かび上がるデザインです。
無地でありながら立体的に見えるテクスチャーは、方向性を感じさせない次世代のハイブリッドタイルカーペットです。

LX-1901 LX-1902 LX-1903 LX-1904

LX-1900 RICH PLAIN 深みのあるMIX糸とさり気ないテクスチャーが特徴の
一味違ったタイプのタイルカーペットです。

LX-2503LX-2502LX-2501 LX-2504 LX-2505 LX-2506

LX-2500 CREVICE 自然の中で経年変化する岩肌の表情をモチーフにしたデザインです。
方向性を感じさせない柄は、様々なシーンにもマッチします。

LX-2600 ASHLAR 石垣にみられる不規則な形の積み重ねを要素にしたデザインです。
繊細でありながら大胆さを感じる柄は、空間にアクセントを加えます。

LX-2603LX-2602LX-2601 LX-2604 LX-2605 LX-2606
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COLOR VARIATION

LX-1402 LX-1403 LX-1405 LX-1409

LX-1400 FUSION 木材に独特な削り痕を残す日本古来からの加工技術「名栗（なぐり）」を想起させるデザインです。
カーペットに木材の加工を融合させた柄はラスティックな空間を演出します。

LX-1611 LX-1603 LX-1613 CLX-1613（クレンゼ®加工） LX-1608 CLX-1608（クレンゼ®加工）

LX-1600 SHADE ランダムなブロックのかすれ調デザインです。
色の濃淡によって柄に抑揚がうまれ、上質な表情の空間を演出します。

LX-1511 LX-1502

LX-1508 LX-1509

LX-1503 LX-1505

LX-1500 QUARTZ 大胆にグラデーションが変化していくジオメトリックデザインです。
落ち着いた色調で空間にモダンな印象を与えます。

LX-1701 LX-1702 LX-1703 LX-1704 LX-1705

LX-1706 LX-1708LX-1707 LX-1709

LX-1700 SURF 岸に打ち寄せる波をモチーフにした、ゆるやかな曲線柄のデザインです。
忙しい日々の足元を静かな波で潤します。

LX-1801 LX-1802 LX-1803 LX-1804 LX-1805 LX-1806

LX-1807 LX-1808 LX-1809 LX-1810 LX-1811 LX-1812

LX-1813 LX-1819 LX-1820LX-1814 LX-1815 LX-1816 LX-1817 LX-1818

LX-1800 TIDE 光の変化で格子模様が浮かび上がるデザインです。
無地でありながら立体的に見えるテクスチャーは、方向性を感じさせない次世代のハイブリッドタイルカーペットです。

LX-1901 LX-1902 LX-1903 LX-1904

LX-1900 RICH PLAIN 深みのあるMIX糸とさり気ないテクスチャーが特徴の
一味違ったタイプのタイルカーペットです。

LX-2503LX-2502LX-2501 LX-2504 LX-2505 LX-2506

LX-2500 CREVICE 自然の中で経年変化する岩肌の表情をモチーフにしたデザインです。
方向性を感じさせない柄は、様々なシーンにもマッチします。

LX-2600 ASHLAR 石垣にみられる不規則な形の積み重ねを要素にしたデザインです。
繊細でありながら大胆さを感じる柄は、空間にアクセントを加えます。

LX-2603LX-2602LX-2601 LX-2604 LX-2605 LX-2606

57 58
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オプション加工対応品

タフテッド

ナイロン（原着）100%

ハイ&ローループ   

4.0/3.5/2.5mm (±0.5mm) 

G1/10 S44/10cm

6.5mm (±0.5mm)

50cm×50cm

特殊 PVC リサイクルバッキング

E2130215

1000v 以下

71%

26%

4配色

20枚入り(5m2) 22kg

LX-1900

Tufted High & Low Loop

Solution Dyed Nylon

520g/m2

4.0/3.5/2.5mm (±0.5mm) 

1/10”

6.5mm (±0.5mm)

50cm×50cm

Recycled PVC ECOS®

<1.0kv

71%

26%

4 colors

20 pieces (5m2) per case , 22kg

タフテッド

ナイロン（原着）100%

ハイ&ローループ   

5.0/3.0mm (±0.5mm)

G1/10 S40/10cm

7.0mm (±0.5mm)

50cm×50cm

特殊 PVC リサイクルバッキング

E2200389 (LX-2500) / E2200363 (LX-2600)

1000v 以下

71%

26%

6配色×2柄

20枚入り(5m2) 22kg

LX-2500 / 2600

Tufted High & Low Loop

Solution Dyed Nylon

520g/m2

5.0/3.0mm (±0.5mm)

1/10”

7.0mm (±0.5mm)

50cm×50cm

Recycled PVC ECOS®

<1.0kv

71%

26%

6 colors x 2 patterns

20 pieces (5m2) per case , 22kg

価格  7,600円/㎡ 価格  7,900円/㎡

CLEANSE® タイルカーペット

CLX-1121 CLX-1101

LX-1000   LX-1100   LX-1300   LX-1400   LX-1500
LX-1600   LX-1700   LX-1800   LX-1900   LX-2500   LX-2600

LX-1200

CLX-1100

CLX-1608 CLX-1613

CLX-1600

INSTALLATION SUGGESTION

品　種

組　成

パイル形状

パイル長

密　度

全　厚

寸　法

バッキング

防炎番号

制電性

再生材比率

CO2削減率

配　色

1ケース

JIS L 4406 (合成底) 
230C 25%RH

Product

Yarn

Pile weight

Pile height

Gauge

Total thickness

Dimension

Backing

Antistatic property
JIS L 4406 synthetic sole

Recycle content

CO2 Reduction

Color Variation

Packing

タフテッド

ナイロン（原着）100%

ハイ&ローループ   

4.0/2.5mm (±0.5mm)

G1/10 S47/10cm (CLX-1100)
G1/10 S44/10cm (CLX-1600)

6.5mm (±0.5mm)

50cm×50cm

特殊 PVC リサイクルバッキング

E2200364 (CLX-1100) / E2200436 (CLX-1600)

1000V以下

71%

26%

4配色

20枚入り(5m2) 22kg

CLX-1100 / CLX-1600

Tufted High & Low Loop

Solution Dyed Nylon

520g/m2

4.0/2.5mm (±0.5mm)

1/10”

6.5mm (±0.5mm)

50cm×50cm

Recycled PVC ECOS®

<1.0kv

71%

26%

4 colors

20 pieces (5m2) per case , 22kg

この商品はオプション加工に対応しておりません。

抗菌・抗ウイルス加工タイルカーペット
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２４時間サイクル消臭。
トリプルフレッシュ®Ⅱは、光も電気も使わずに消臭する、環境にやさしい消臭加工技術です。８つの悪臭原因物質を空気中の酸素を使って
水や二酸化炭素などの安全な物質に分解。しかも臭いを再放出する心配がありません。ランニングコストもかからず、２４時間、静かにサイクル
消臭し続けることができます。

ポイント1.耐洗濯性
クリーニングメンテナンス5回後でも消臭性を保
持しています。また熱・湿度にも強く、触媒作用に
よるサイクル消臭ですので効果は長期にわたっ
て発揮されます。

ポイント2.安全性
トリプルフレッシュ®ⅡはSEK基準に準じた安
全性が確認されています。

ポイント3.実用性
トリプルフレッシュ®Ⅱのホルムアルデヒド消
臭効果はトリプルフレッシュ®Ⅱカーペットを
敷いた直後からニオイ成分をどんどん吸収し
消臭して、試験では約2時間後にはほぼ100%
消臭します。加工製品はサイズが大きいほど、
消臭効果もアップします。６畳のお部屋なら2畳
のカーペットをおすすめ致します。

ポイント4.高いサイクル消臭性能
１日の連続試験では性能はダウンしますが、
一晩静置することで効果が回復。２日間静置す
ることで大幅に性能が回復します。

1日目
1 2 3

2日目
1 2 3

3日目
1 2 3

6日目
12 3

未加工品
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日
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）
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消
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■アセトアルデヒド繰り返し消臭試験

光も電気も使わない、環境にやさしい消臭加工機能

❶～❽のカーペットに付着した悪臭原因物質を吸着・分解し続けます。

サイクル消臭のしくみ
光も電気も使わずに、空気さえあれば[吸着]→ [分解]→ [消臭 ]をし続ける「サイクル
消臭」機能です。「トリプルフレッシュ®Ⅱ」による独自の消臭メカニズムです。

光触媒は日光、外光がある時のみ消臭しますが、トリプルフレッシュ®Ⅱは空気中の酸素を使って
分解するため光源がなくとも24時間消臭。夜間及び外出時にカーテンを閉めきった部屋でも効
果を発揮、外出から戻った時にも効果を期待できます。

夜間やカーテンを閉めきった状態でも作用

＜試験方法＞　試料カーペット：200cm2、容器：2Lテドラーバ
ック、悪臭ガス：アセトアルデヒド 500mL、初期濃度：80ppm、
放置時間：120min.一定時間ごとにガス検知管で濃度を測定。
消臭率（％）＝（初期濃度－測定濃度）／初期濃度×１００

※アセトアルデヒドは、タバコの煙や接着剤に含まれている物質です。

と光触媒との違い

お香・線香・香水・芳香剤・トルエン・キシレン等の芳香族化合物、カビ臭と言われる物質群は
分子構造が複雑なため、カビも、非常に種類が多く複雑な分子構造のために「トリプルフレッ
シュ®Ⅱ加工済カーペット」では分解反応はしません。エアコン使用時に出る特有の臭気について
も分解しにくい物質群と考えられます。

が吸着分解しない臭い

タバコの臭い
❻アセトアルデヒド❼ニコチン❽酢酸

生活臭（4大悪臭） + ペット臭
❶硫化水素 ❷トリメチルアミン ❸メチルメルカプタン❹アンモニア

ホルムアルデヒド
❺ホルムアルデヒド
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２４時間サイクル消臭。
トリプルフレッシュ®Ⅱは、光も電気も使わずに消臭する、環境にやさしい消臭加工技術です。８つの悪臭原因物質を空気中の酸素を使って
水や二酸化炭素などの安全な物質に分解。しかも臭いを再放出する心配がありません。ランニングコストもかからず、２４時間、静かにサイクル
消臭し続けることができます。

ポイント1.耐洗濯性
クリーニングメンテナンス5回後でも消臭性を保
持しています。また熱・湿度にも強く、触媒作用に
よるサイクル消臭ですので効果は長期にわたっ
て発揮されます。

ポイント2.安全性
トリプルフレッシュ®ⅡはSEK基準に準じた安
全性が確認されています。

ポイント3.実用性
トリプルフレッシュ®Ⅱのホルムアルデヒド消
臭効果はトリプルフレッシュ®Ⅱカーペットを
敷いた直後からニオイ成分をどんどん吸収し
消臭して、試験では約2時間後にはほぼ100%
消臭します。加工製品はサイズが大きいほど、
消臭効果もアップします。６畳のお部屋なら2畳
のカーペットをおすすめ致します。

ポイント4.高いサイクル消臭性能
１日の連続試験では性能はダウンしますが、
一晩静置することで効果が回復。２日間静置す
ることで大幅に性能が回復します。
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■アセトアルデヒド繰り返し消臭試験

光も電気も使わない、環境にやさしい消臭加工機能

❶～❽のカーペットに付着した悪臭原因物質を吸着・分解し続けます。

サイクル消臭のしくみ
光も電気も使わずに、空気さえあれば[吸着]→ [分解]→ [消臭]をし続ける「サイクル
消臭」機能です。「トリプルフレッシュ®Ⅱ」による独自の消臭メカニズムです。

光触媒は日光、外光がある時のみ消臭しますが、トリプルフレッシュ®Ⅱは空気中の酸素を使って
分解するため光源がなくとも24時間消臭。夜間及び外出時にカーテンを閉めきった部屋でも効
果を発揮、外出から戻った時にも効果を期待できます。

夜間やカーテンを閉めきった状態でも作用

＜試験方法＞　試料カーペット：200cm2、容器：2Lテドラーバ
ック、悪臭ガス：アセトアルデヒド 500mL、初期濃度：80ppm、
放置時間：120min.一定時間ごとにガス検知管で濃度を測定。
消臭率（％）＝（初期濃度－測定濃度）／初期濃度×１００

※アセトアルデヒドは、タバコの煙や接着剤に含まれている物質です。

二酸化炭素

水

（イメージ図）

［5］放出後、
　  トリプルフレッシュ®Ⅱは
　  元の状態に戻る。
　  （触媒作用は元の物質
　  を変化させない）

［1］カーペットの表面にトリプルフレッシュ®Ⅱが
　  加工（固着）されている。

［4］悪臭原因物質
　  は分解され
　  二酸化炭素と
　  水が放出。 ［3］吸着された物質は、

　  触媒作用により酸化分解される。

［2］漂っている悪臭原因物質が、
　  空気の流れで表面層に加工された
　  トリプルフレッシュ®Ⅱに触れ吸着される。

※空気の流れがある限り悪臭原因物質を吸着・分解し続
けます。
※金属塩は触媒作用を有し、悪臭物質の分解後も変化無
く機能に影響は現れません。

TF窒素化合物
アルデヒド系物質を吸着・分解します。

TF金属塩
悪臭原因物質を触媒作用で水や
二酸化炭素などに持続的に
分解します。

物質

と光触媒との違い

お香・線香・香水・芳香剤・トルエン・キシレン等の芳香族化合物、カビ臭と言われる物質群は
分子構造が複雑なため、カビも、非常に種類が多く複雑な分子構造のために「トリプルフレッ
シュ®Ⅱ加工済カーペット」では分解反応はしません。エアコン使用時に出る特有の臭気について
も分解しにくい物質群と考えられます。

が吸着分解しない臭い

タバコの臭い
❻アセトアルデヒド❼ニコチン❽酢酸

生活臭（4大悪臭） + ペット臭
❶硫化水素 ❷トリメチルアミン ❸メチルメルカプタン❹アンモニア

ホルムアルデヒド
❺ホルムアルデヒド
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２４時間サイクル消臭。
トリプルフレッシュ®Ⅱは、光も電気も使わずに消臭する、環境にやさしい消臭加工技術です。８つの悪臭原因物質を空気中の酸素を使って
水や二酸化炭素などの安全な物質に分解。しかも臭いを再放出する心配がありません。ランニングコストもかからず、２４時間、静かにサイクル
消臭し続けることができます。

ポイント1.耐洗濯性
クリーニングメンテナンス5回後でも消臭性を保
持しています。また熱・湿度にも強く、触媒作用に
よるサイクル消臭ですので効果は長期にわたっ
て発揮されます。

ポイント2.安全性
トリプルフレッシュ®ⅡはSEK基準に準じた安
全性が確認されています。

ポイント3.実用性
トリプルフレッシュ®Ⅱのホルムアルデヒド消
臭効果はトリプルフレッシュ®Ⅱカーペットを
敷いた直後からニオイ成分をどんどん吸収し
消臭して、試験では約2時間後にはほぼ100%
消臭します。加工製品はサイズが大きいほど、
消臭効果もアップします。６畳のお部屋なら2畳
のカーペットをおすすめ致します。

ポイント4.高いサイクル消臭性能
１日の連続試験では性能はダウンしますが、
一晩静置することで効果が回復。２日間静置す
ることで大幅に性能が回復します。
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■アセトアルデヒド繰り返し消臭試験

光も電気も使わない、環境にやさしい消臭加工機能

❶～❽のカーペットに付着した悪臭原因物質を吸着・分解し続けます。

サイクル消臭のしくみ
光も電気も使わずに、空気さえあれば[吸着]→ [分解]→ [消臭 ]をし続ける「サイクル
消臭」機能です。「トリプルフレッシュ®Ⅱ」による独自の消臭メカニズムです。

光触媒は日光、外光がある時のみ消臭しますが、トリプルフレッシュ®Ⅱは空気中の酸素を使って
分解するため光源がなくとも24時間消臭。夜間及び外出時にカーテンを閉めきった部屋でも効
果を発揮、外出から戻った時にも効果を期待できます。

夜間やカーテンを閉めきった状態でも作用

＜試験方法＞　試料カーペット：200cm2、容器：2Lテドラーバ
ック、悪臭ガス：アセトアルデヒド 500mL、初期濃度：80ppm、
放置時間：120min.一定時間ごとにガス検知管で濃度を測定。
消臭率（％）＝（初期濃度－測定濃度）／初期濃度×１００

※アセトアルデヒドは、タバコの煙や接着剤に含まれている物質です。

と光触媒との違い

お香・線香・香水・芳香剤・トルエン・キシレン等の芳香族化合物、カビ臭と言われる物質群は
分子構造が複雑なため、カビも、非常に種類が多く複雑な分子構造のために「トリプルフレッ
シュ®Ⅱ加工済カーペット」では分解反応はしません。エアコン使用時に出る特有の臭気について
も分解しにくい物質群と考えられます。

が吸着分解しない臭い

タバコの臭い
❻アセトアルデヒド❼ニコチン❽酢酸

生活臭（4大悪臭） + ペット臭
❶硫化水素 ❷トリメチルアミン ❸メチルメルカプタン❹アンモニア

ホルムアルデヒド
❺ホルムアルデヒド
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２４時間サイクル消臭。
トリプルフレッシュ®Ⅱは、光も電気も使わずに消臭する、環境にやさしい消臭加工技術です。８つの悪臭原因物質を空気中の酸素を使って
水や二酸化炭素などの安全な物質に分解。しかも臭いを再放出する心配がありません。ランニングコストもかからず、２４時間、静かにサイクル
消臭し続けることができます。

ポイント1.耐洗濯性
クリーニングメンテナンス5回後でも消臭性を保
持しています。また熱・湿度にも強く、触媒作用に
よるサイクル消臭ですので効果は長期にわたっ
て発揮されます。

ポイント2.安全性
トリプルフレッシュ®ⅡはSEK基準に準じた安
全性が確認されています。

ポイント3.実用性
トリプルフレッシュ®Ⅱのホルムアルデヒド消
臭効果はトリプルフレッシュ®Ⅱカーペットを
敷いた直後からニオイ成分をどんどん吸収し
消臭して、試験では約2時間後にはほぼ100%
消臭します。加工製品はサイズが大きいほど、
消臭効果もアップします。６畳のお部屋なら2畳
のカーペットをおすすめ致します。

ポイント4.高いサイクル消臭性能
１日の連続試験では性能はダウンしますが、
一晩静置することで効果が回復。２日間静置す
ることで大幅に性能が回復します。
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■アセトアルデヒド繰り返し消臭試験

光も電気も使わない、環境にやさしい消臭加工機能

❶～❽のカーペットに付着した悪臭原因物質を吸着・分解し続けます。

サイクル消臭のしくみ
光も電気も使わずに、空気さえあれば[吸着]→ [分解]→ [消臭]をし続ける「サイクル
消臭」機能です。「トリプルフレッシュ®Ⅱ」による独自の消臭メカニズムです。

光触媒は日光、外光がある時のみ消臭しますが、トリプルフレッシュ®Ⅱは空気中の酸素を使って
分解するため光源がなくとも24時間消臭。夜間及び外出時にカーテンを閉めきった部屋でも効
果を発揮、外出から戻った時にも効果を期待できます。

夜間やカーテンを閉めきった状態でも作用

＜試験方法＞　試料カーペット：200cm2、容器：2Lテドラーバ
ック、悪臭ガス：アセトアルデヒド 500mL、初期濃度：80ppm、
放置時間：120min.一定時間ごとにガス検知管で濃度を測定。
消臭率（％）＝（初期濃度－測定濃度）／初期濃度×１００

※アセトアルデヒドは、タバコの煙や接着剤に含まれている物質です。

二酸化炭素

水

（イメージ図）

［5］放出後、
　  トリプルフレッシュ®Ⅱは
　  元の状態に戻る。
　  （触媒作用は元の物質
　  を変化させない）

［1］カーペットの表面にトリプルフレッシュ®Ⅱが
　  加工（固着）されている。

［4］悪臭原因物質
　  は分解され
　  二酸化炭素と
　  水が放出。 ［3］吸着された物質は、

　  触媒作用により酸化分解される。

［2］漂っている悪臭原因物質が、
　  空気の流れで表面層に加工された
　  トリプルフレッシュ®Ⅱに触れ吸着される。

※空気の流れがある限り悪臭原因物質を吸着・分解し続
けます。
※金属塩は触媒作用を有し、悪臭物質の分解後も変化無
く機能に影響は現れません。

TF窒素化合物
アルデヒド系物質を吸着・分解します。

TF金属塩
悪臭原因物質を触媒作用で水や
二酸化炭素などに持続的に
分解します。

物質

と光触媒との違い

お香・線香・香水・芳香剤・トルエン・キシレン等の芳香族化合物、カビ臭と言われる物質群は
分子構造が複雑なため、カビも、非常に種類が多く複雑な分子構造のために「トリプルフレッ
シュ®Ⅱ加工済カーペット」では分解反応はしません。エアコン使用時に出る特有の臭気について
も分解しにくい物質群と考えられます。

が吸着分解しない臭い

タバコの臭い
❻アセトアルデヒド❼ニコチン❽酢酸

生活臭（4大悪臭） + ペット臭
❶硫化水素 ❷トリメチルアミン ❸メチルメルカプタン❹アンモニア

ホルムアルデヒド
❺ホルムアルデヒド
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