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デザインデータ・イメージ・
予算・数量・納期をご準備
ください。

データまたは画像により
デザインを確認頂きます。

最終決定後、ご発注いた
だき生産を開始します。

ご指定場所へ納品させて
頂きます。

※現物試作品による校正も可能です。※デザインからのオーダーも承ります。

【選択上のご注意】
■ 防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。汚れが着かないという性能ではありませんので日常のメンテ
ナンスは、美しさや品質を保持するのに最も効果的です。 ■ 制電マークは製品の制電性を示す目安です。 
■ 歩行環境や直射日光などの環境条件により、変退色の可能性があります。■デザイン性を優先してい

るため、汚れが目立ちやすいデザインがあります。土足を避け、室内履きのエリアでの利用を推奨します。
■ カットパイルの製品は使用中にパイルの方向が部分的に不揃いになり雲状の色むらのように見えることが
ありますが、 この現象はカットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ■ 消防法によって、使
用方法ならびに使用場所の制限があります。ご使用前に各法令法規をご確認下さい。 ■ 現品見本や写
真見本と製品の色やグラフィックの表現が若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ■ 掲載写真に
は合成写真を含みます。 ■ ご注文の際は販売店あるいは弊社にご確認いただくようお願い申し上げます。 
■ 当カタログは2019年 9月現在のものとなります。予告なしに変更することがあります。 

【施工上のご注意】
■ 下地は湿気を含まない、平坦で強固な床を確保して施工して下さい。施工環境が整わない場合、施工後、
目地隙き、突き上げ、臭気などをまねく恐れがあります。 ■ カーペットタイルの裏面に印刷されている矢印
の向きを確認し、施工して下さい。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。 ■ 梱包ケース
に記載されている品番、数量を確認の上、添付の展開図を遵守し施工して下さい。■ 施工中は、他業
者による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止して下さい。■ カーペット
タイルは、室温になじませてから施工を開始し、施工中は急激な環境変化のないようにして下さい。室温と
カーペットタイルに温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙き、突き上げなどをおこす可能性
があります。■ 目地にパイルを挟まないように注意して下さい。目地隙きや目地段差の原因となります。■ 
施工後、台車の往来や家具の移動によって過度の応力がかかると、カーペットタイルが剥がれることがあり
ます。重荷重のものを往来させる際には、合板などで保護して下さい。 ■ 引き渡し掃除の際、掃除作業
者に漂白剤や錆取剤をこぼさないように指導して下さい。パイルの変色を招きます。 ■ 施工後、残材等を
廃棄する場合は、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。梱包ケースなどを焼却す

〈製品に関するお問い合わせ〉

る場合は、都道府県条例に基づき処分して下さい。カーペットタイルを燃やすと有害ガスが発生します。 
■ 床材に影響を及ぼす場合がありますので、敷く床の素材を事前によく調べてからお使い下さい。

【荷扱い・保管上のご注意】 
■ カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所にずらさず保管して下さい。積み過ぎや雨水などによる
水濡れを避けて下さい。変形、変色、汚染等パイルの損傷の原因となります。 

【維持管理・使用上のご注意】
■ カーペットタイルの剥がれ、反りや、ジョイントパイルほつれなどが生じた場合は即座に補修して下さい。
放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故をまねく恐れがあります。■ 長時間日光
が当たる場所では、変退色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日除けをして下さい。 ■ 
汚れが付着した際には、すぐに汚れが拡がらないように、注意して拭き取って下さい。時間の経過と共に
除去しにくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。 ■ メンテナンスの際、
使用する洗剤はカーペット用の中性洗剤をお使い下さい。塩素系の洗剤を使用するとパイルが変退色す
ることがあります。 ■ ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などに
よって、カーペットが汚され変退色を招く可能性があります。カーペットタイルがこれらに直接触れないように
して下さい。■ ハイヒールや家具などの局部荷重により、へこみ跡が残る可能性があります。 ■ 美観を
維持するために電気掃除機、あるいは真空掃除機による日常メンテナンスを行って下さい。土砂の持ち込
みなどが予想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置し、室内に土砂が持ち込まれない工夫をし
て下さい。 ■ カーペットタイルは熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、
火花の飛び散りなどは避けて下さい。 ■ 部分的にシミとなった汚れを除去する際は、汚れの原因に応じた
シミとり剤や中性洗剤などを使用して下さい。選択を誤ると、変色などを招く可能性があります。 ■ 素材
固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。 ■ 万一、ご購入の商品に欠陥や不良品などがありまし
たら、お取替えいたします。但し、お取扱上の不注意、乱暴な使用などによる故障、通常使用による消
耗の場合はその責に応じかねます。

【性  能】 防　炎 ： 防炎試験番号   カットパイル　E1160070　　ループパイル　E1160072

  

 制　電 ： 人体帯電圧 1kv 以下  （JIS L 1021 -16  23℃  25%RH合成ゴム底 ）

  パイル自体に制電防止加工をした、または、繊維自体に

  制電性能を有した素材を使ったカーペットを示します。
 防汚加工： 汚れにくく、メンテナンス時に汚れがとれやすい性能を有していること

  を示します。美観の保持には日常メンテナンスが最も効果的です。

〈製品に対する注意事項〉

〈製品仕様〉

【組  成】 生　地 ： ナイロン 100%
 ベース ： ガラス繊維＋塩ビ樹脂
 

【規  格】 
パイル長：  6mm

　カットパイル 　ループパイル

 全　厚 ： 9mm
 4mm

 7mm
サイズ ： 500mm× 500mm

【梱  包】 16 枚 /ケース（ 4㎡） ※最大

【工  法】 接着施工
 （流し貼りを基準とします）

流し貼り図

※本カタログのテキスト、画像等の無断転写・転載、複製は禁止します。

カーペット素材の印刷は、16色以内での特殊印刷です。
100％のみ使用可能で、アミの掛け合わせはできません。

＊黄変の原因となりますので生地白色も使用不可となります。
＊基本色の他のオプションカラーのご希望にも応じます。
＊染料の特性上ご希望する色が表現できないこともありますのでご了承ください。

入稿可能データ
データー作成に必要なソフトウェアは、
Adobe illustratorとphotoshopになります。

Adobe
illustrator
ver.5.5～

Adobe
photoshop
ver.5～

  日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーペットであることを示します。

〒651-2271 神戸市西区高塚台2丁目1-11
E-mail : sanibase@kleen-tex.jp   web : https://promo.shop-kleen-tex.jp/

クリーンテックス・ジャパン株式会社
Tel : 078-991-3694  Fax : 078-991-3309
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床面積に合わせて必要枚数のみ、注文可能です。
1枚から承ります。
図面などのご用意がある場合は、必要枚数の算出も
いたします。

納期は、ご注文から約3週間程度でお届けいたします。
＊生産状況により前後する場合がございます。

店舗やオフィス・商業施設・文化施設、アミューズメント施設
やホテルなど、様々なスタイルに合わせたオリジナリティあふ
れるデザイン・スケール感でフロアを彩ります。
また、フロア広告やピクト表示、誘導サインなど様々なシーン
で活用ができます。

優しい歩行性能はそのままでオリジナルデザインでフロアを
演出できます。

カットパイル・ループパイルの2種類よりお選びいただけます。

指定色の場合には、DICまたはパントン等のターゲット色をご指示ください。
※インクの特性上、近似色合わせとなります。表現出来ない色調もございます。

※カーペット素材の印刷は 16色以内での特色印刷です。
　100%のみ使用可能で、アミの掛け合わせは出来せん。
※写真は印刷イメージです。実際の仕上りと異なる場合がございます。

指定色

お客様のご希望のデザインでデジタル捺染印刷によりオリジナル
カーペットタイルの製作が可能です。デザインからのオーダーも承ります
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