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クオリア 止
〈12㎜厚〉〈根太・上履用〉〈糊釘併用施工〉

低VOC
F★★★★

複合3種フローリング
（低ホルムアルデヒド） 
JPIC-FL57
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クオリア横溝付ウォールナット（KVY2-5WTM）

◯床暖房用フロアとして使用できます。
◯基材に高密度MDFと針葉樹合板との複合材を使用

し、温度変化による床表面のクラック（ひび割れ）に
対して強く、電気カーペットもご使用いただけます。

◯ ワックスがけが不要なフロア。
◯釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用し

ています。

「クオリア」の特長
「クオリア」の基材は表層に高密度MDFと、下層に針葉樹合板の複合材で構成され
ています。堅強さに加え、フラットハードコートのため表面が平滑で、美しさが持続します。

フラットハードコート

化粧単板

高密度MDF

針葉樹合板

※弊社比較試験結果であり保証するものではありません。

従来品（合板基材）
表面の凹みが目立つ

従来品（合板基材）
キャスター痕が目立つ

クオリア
表面の凹みが目立ちにくい

クオリア
キャスター痕が目立ちにくい

落球衝撃試験（弊社社内試験による） キャスター試験（弊社社内試験による）

落球衝撃試 験 キャスター試 験

弊社はハウスクリーニングによるトラブルについて責任を負いかねますのでご承知おきください。
参 照 P.48を必ず参照ください。

引き渡し前の木質床材クリーニングについてのご注意

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっ
ています。キャスター付きのイスや家具を使用して
も基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。
※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返し

のご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合
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。）

※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カー
ペットなどを敷いて保護してください。

※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。
※ 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。

トップコートに強靭で平滑な塗装を施しているた
め、水や汚れが染込みにくい床材です。食べこぼ
しなども拭きとれます。
※ 水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに

拭き取ってください。

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけ
ます。（フィルム式床暖房には対応しません。）
※ 電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※ 電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび

割れ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。

耐凹みキズ

耐車イス

耐汚れ

耐電気カーペット・床暖房対応

耐車イス

耐凹みキズ

耐 汚 れ

 加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。ご注意

床暖房対応耐電気カーペット
クラックレス

擦りキズがつきにくくなっています。
※ 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。）

耐擦りキズ 耐擦りキズ

ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつき
にくく、日頃のお手入れもカンタン。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。

ワックス不要・抗菌対策 抗 菌ワックス不要
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※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。※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。

■性能

抗 菌

ワックス不要

耐 汚 れ

耐車イス 床暖房対応

耐凹みキズ

耐擦りキズ

耐電気カーペット
クラックレス
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ラスカットM

3
03

㎜

ウォールナット（ウォールナット銘木単板）
KVY2-5WTM ◦303×1,818×12㎜  ¥31,000/坪（¥9,394/㎡）6枚入

KV2-5WTM   ◦303×1,818×12㎜  ¥30,000/坪（¥9,091/㎡）6枚入

ウォールナット　12㎜厚（303㎜幅）　表面：ウォールナット銘木単板

3
03

㎜

ピュアホワイト（ビーチ銘木単板）
KVY2-4PWM ◦303×1,818×12㎜  ¥29,000/坪（¥8,788/㎡）6枚入

KV2-4PWM   ◦303×1,818×12㎜  ¥28,000/坪（¥8,485/㎡）6枚入

ホワイトベージュ（ビーチ銘木単板）
KVY2-4WBM ◦303×1,818×12㎜  ¥29,000/坪（¥8,788/㎡）6枚入

KV2-4WBM   ◦303×1,818×12㎜  ¥28,000/坪（¥8,485/㎡）6枚入

ビーチ　12㎜厚（303㎜幅）　表面：ビーチ銘木単板

横 溝 付

横溝なし

横 溝 付

横溝なし

横 溝 付

横溝なし

※写真はKVY2（横溝付）です。

※写真はKVY2（横溝付）です。

3
03

㎜

カインドチェリー色（かば銘木単板）
KVY2-2KCM ◦303×1,818×12㎜  ¥28,000/坪（¥8,485/㎡）6枚入

KV2-2KCM   ◦303×1,818×12㎜  ¥27,000/坪（¥8,182/㎡）6枚入

ピュアメープル色（かば銘木単板）
KVY2-3PM ◦303×1,818×12㎜  ¥28,000/坪（¥8,485/㎡）6枚入

KV2-3PM   ◦303×1,818×12㎜  ¥27,000/坪（¥8,182/㎡）6枚入

クリアチーク色（かば銘木単板）
KVY2-2CTM ◦303×1,818×12㎜  ¥28,000/坪（¥8,485/㎡）6枚入

KV2-2CTM   ◦303×1,818×12㎜  ¥27,000/坪（¥8,182/㎡）6枚入

ライトチェリー色（かば銘木単板）
KVY2-3YM ◦303×1,818×12㎜  ¥28,000/坪（¥8,485/㎡）6枚入

KV2-3YM   ◦303×1,818×12㎜  ¥27,000/坪（¥8,182/㎡）6枚入

かば　12㎜厚（303㎜幅）　表面：かば銘木単板

横 溝 付

横溝なし

横 溝 付

横溝なし

※写真はKVY2（横溝付）です。

横 溝 付

横溝なし

横 溝 付

横溝なし

源平なし 源平なし

※ フロアの表面化粧単板は水分により変色する場合があります。樹種により顕著に発生することがありますので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、結露対策を行ってください。水ぬれ・湿気のご注意

ワックス不要：クオリア（フラットハードコート品）とワックスがけについて
◦クオリア（フラットハードコート品）は弊社通常塗装品と比べ、キズ・汚れ等がつきにくくなっています。ワックスがけをしなくても日頃のお

手入れで充分です。
◦日頃のお手入れはゴミやほこりを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。乾拭きで落ちない汚れは、固くしぼった雑巾で汚れを

拭き取ってください。また、汚れに応じて中性洗剤やアルコール等を使用して拭き取ってください。
◦キズがついてしまった場合や軽微なツヤムラがある場合、また長期的にご使用後は下記ワックスを塗布してください。

（株）リンレイ：ハイテクフローリングコート

◦ コンクリートころばし根太、ネダフォームでの施工は避けてください。その他の工法への対応については、弊社までお問い合わせください。
◦ 耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。
◦ 事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
◦ 球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
◦ 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。
◦ 水やコーヒー、醤油、薬品など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ひび割れ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。
◦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。

ご注意

基　　　材
表　　　面
表面仕上げ
裏　　　面
寸　　　法
梱 包 入 数

高密度MDF＋針葉樹合板
天然銘木ウォールナット・ビーチ・かば単板
抗菌処理、フラットハードコート仕上げ
防虫剤塗布
303×1,818×12㎜
6枚入（1坪）

面取りV溝V溝

面取り

■溝・面の位置

＜図はKVY2（横溝付）短辺スキップ面取り＞
＜ KV2（横溝なし）は四面面取り加工＞

303

針葉樹合板

高密度MDF

12

■断面図（㎜）

＜KVY2（横溝付）は縦・横V溝＞
＜ KV2（横溝なし）は縦V溝＞

釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
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