
衝撃吸収フロア�ネクシオ（SKNS2V-WA・アッシュ柄：ホワイト色）

衝撃吸収フロア
ネクシオ

※1�塩素系消毒の耐性は表面のみ有効です。
　　かん合部は膨れ、シミ等の原因になりますのですぐに拭き取ってください。

床暖房にも
対応しています。

床暖房に
対応

塩素系消毒に耐
性があり（※1）、
ワックスがけも不
要。お掃除しやす
いフロアです。

お手入れ
カンタン

木質感が家庭的
な雰囲気を醸し
出し、安心感が生
まれます。

表面は防滑塗装
仕上げで、転倒リ
スクを軽減します。

やすらぎの
木質感

フロア厚13mmで
適度なクッション性。
やさしく疲れにくい
特長を持っています。

足腰に
やさしい

万一転倒しても
特殊クッション層が
衝撃を吸収し、
ケガをしにくくします。

衝撃を
吸収

すべりにくい
加工

製品上の特定ウイルスの数を
減少させます

SIAAマークはISO21702法により評
価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

注意事項
● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防
を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

無機系・塗装・表面層
JP0612787X0003P

抗ウイルス加工
NEW 2021.3月発売

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

エンベロープウイルス、ノ
ンエンベロープウイルス
に分けることができます。
ウイルスのエンベロープ
とはタンパク質や脂質で
できた膜で、ウイルス本
体の周囲に存在します。

ノンエンベロープウイルスは
一般的にアルコールや熱
に強く、感染力も強いと言
われています。

遺伝子

カプシド
（タンパク質の殻）

エンベロープ
（脂質性の膜）

エンベロープウイルス
（エンベロープがあるウイルス）

遺伝子

カプシド
（タンパク質の殻）

ノンエンベロープウイルス
（エンベロープ自体がないウイルス）

ウイルスの種類

細菌とウイルスの違い
細菌は単独で細胞分裂し、増殖することができます。ウイルスは宿主（人や豚など）
の細胞の中に侵入し、増殖します。
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エンベロープウイルス ノンエンベロープウイルス

※試験方法
［一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定］
ISO21702:2019に準拠

※試験方法
［一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定］
ISO21702:2019に準拠

抗ウイルス効果 試験は第三者機関で実施しております

※上記データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。
［注意事項］�本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。

また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
●ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。



抗ウイルス剤配合防滑塗装

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

すべりにくい 床暖房対応クラックレス耐擦りキズ

抗 菌抗ウイルス ペット対応【汚れ】 耐 汚 れワックス不要

ワックス
不要

ワックス不要・耐汚れ・抗菌
ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。水や汚れが染込
みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。また、表面に安全性の高い
抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様や
お年寄りのいるご家庭でも安心です。※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした
場合はすぐに拭き取ってください。※塩素系消毒の耐性は表面のみ有効で
す。かん合部は膨れ、シミ等の原因になりますのですぐに拭き取ってください。

車イスを使用してもキズがつきにくい
※�屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表
面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
※�使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注
意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロ
アと比較してキズがつきにくい床材です。）濃色系のフロアは、淡色系のフ
ロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。イ
ス、テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ
等で保護することをおすすめします。
推奨品　和気産業（株）：ワイドフェルトキャップ、ワイドフェルトキャップスリム
�底面がフッ素樹脂製もございます。すべりにくい加工のフロアには、底面が
フッ素樹脂製をおすすめします。� http://www.isu-shizuka.com/

◦�本製品と他のフロアを施工した場合、すべりの違いにより歩行感覚が変わり、つまずいたり転倒するおそれがありますので
ご注意ください。
◦キャスター付きイスや家具はくり返しのご使用により表面が損傷します。使用しないでください。
◦�木質フロアのため配膳車などの重量物をご使用になると、通常使用よりキズ、破損等が著しく発生しやすくなります。配膳
車などの重量物を使用しなければならない場合は、1輪にかかる荷重が最大50kg（均等荷重タイプの6輪車の場合は
300kg、4輪車の場合は200kg）までの配膳車とし、床面のゴミを取り除いた上でマット等で保護してください。（キズ、破損
を完全に防ぐことはできません）あらかじめご了承ください。ご使用時は、マット等の注意事項に従ってください。
◦�塩素系消毒の耐性は表面のみ有効です。かん合部は膨れ、シミ等の原因になりますのですぐに拭き取ってください。
◦この製品はペットの歩行に配慮したすべり抵抗に設定していますが、すべてのペット（犬・猫）の歩行に適しているとは限りま
せんのでご注意ください。またペットが走り回る場合はすべることがありますのでご注意ください。
◦ペットによるおしっこ（アンモニア等）の汚れに強い床材ですが、長時間放置されますとフロア表面に問題が生じる場合があ
ります。すぐに固く絞った雑巾等できれいに拭き取ってください。
◦�肉球まわりの毛や爪の手入れを怠ると歩行時でもすべる危険がありますのでご注意ください。
◦キズが全くつかないわけではありません。ペットによってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
◦�移動する家具、イス等の角があるものをくり返し衝突させると床表面を損傷するおそれがあります。フェルトなどを貼り保護し
てください。
◦��窓際等で長時間直射日光があたりますと、床表面に日焼けによる変色やクラック（ひび割れ）が起きる場合があります。カー
テンやブラインド等で遮って、直射日光からフロアを保護してください。尚、直射日光があたりやすいカーテンやブラインドの
下部は、フロアの種類に関わらず著しい変色やクラック（ひび割れ）が発生しやすいのでマット等で保護することをおすすめ
します。ご使用時は、マット等の注意事項に従ってください
◦�水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。経過時間によりシミ・色落ち等の原因になります。
◦電気カーペットをご使用の際は、長期間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との
間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。

◦床暖房へのご使用の際は、加熱による乾燥で木材が収縮し、すき間が発生するおそれがあります。
◦�床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
◦�防音フロアではありません。
◦床暖房部分に箱物の家具を置いたり、座布団、布団を長時間敷かないでください。またコタツやカーペット類（電気カーペッ
トや断熱性のあるシート含む）との併用は避けてください。こもり熱により床表面をいためたり、目隙が発生するおそれがあり
ます。床暖房部分にソファー等を置く場合は、脚付きの物をご使用ください。

ご注意耐車イス

耐電気カーペット

NEXシート
（特殊加工化粧シート）

クッション材

特殊クッション材
MDF

高密度MDF

【かわさき基準】とは、高齢者になったり、障がいをもったとしても、住みなれたまちで、誰もが自立
して楽しく安心に暮らすことを目指した川崎市独自の福祉製品のありかたを示した基準。

2015年度かわさき基準認証福祉製品に認証されました。
かわさき基準認証福祉製品

2015 年度かわさき基準認証福祉製品に
認証されました。
【かわさき基準】とは、高齢者になったり、障がいをもっ
たとしても、住みなれたまちで、誰もが自立して楽しく
安心に暮らすことを目指した川崎市独自の福祉製品の
ありかたを示した基準。

基 材 MDF＋特殊クッション材・裏面クッション材
表 面 NEXシート（特殊加工化粧シート）
表 面 仕 上げ 抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
寸 法 143×900×13㎜
梱 包 入 数 24枚入（約3.09㎡）

すべりにくい塗装ですべりによる転倒防止に配慮するだけでなく、
万一転倒してもケガをしにくい機能を付加しました。

※弊社一般フロア比�約50％軽減

※

13㎜厚
一般住宅用 捨貼り工法専用・コンクリート下地 直貼り

施設用 上履用

衝撃吸収フロア ネクシオ
14
3
㎜

143

134MDF

クッション材 特殊クッション材 高密度MDF
〈四辺面取り加工〉

■断面図（㎜）

※温水マット等、床暖房ヒーター部分への施工法は一般施工とは異なりますのでご注意ください。
　施工説明書に従って正しく施工してください。

床暖房用施工のご注意

※�フロアの表面は水分により凹凸、シワ等が発生する場合があります。湿った下地には絶対に施工しないでください。
※結露または湿気の多い環境での施工は、結露対策をおこなってください。

水ぬれ・湿気のご注意

JP0612787X0003P

オーク柄 ： ライト色  SKNS2V-LT 
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

エルム柄 ：  ベージュ色  SKNS2V-BJ 
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

アッシュ柄 ： ホワイト色  SKNS2V-WA 
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

メープル柄 ：  ペール色  SKNS2V-PA 
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

チェリー柄 ： ミディアム色  SKNS2V-ME 
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

ウォールナット柄 ： ダーク色  SKNS2V-DA
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

チェスナット柄 ： ブラック色  SKNS2V-BK
◯143×900×13㎜ ￥50,000/ケース（￥16,188/㎡）24枚入

低VOC F★★★★

複合フローリング（低ホルムアルデヒド）�JPIC-FL57

※表示価格には消費税、施工費は含まれておりません。
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