
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

特長 カラーバリエーション

施工例

横浜エコハウス 標準仕様

床材

ＴＹ-０２Ｓ

寸　法 厚み12 × 幅303 × 長さ1818（mm）
基　材 エンジニアリングウッド＋環境配慮型針葉樹合板
表面材 ハイパーフィルム（フットフィール仕上げ）

ホルムアルデヒド対策 F☆☆☆☆
工　法 木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床

基材に合板を使用しているため、結露や漏水・水こぼし・床下からの湿気により表面のフクレ、
基材のはがれや腐れ・突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。

ホットカーペット
OK

色むら、色違い
が少ない

フットフィール
仕上げ

フットフィール
仕上げ キズに強い 変色、退色

しにくい お手入れかんたん ノンワックス

ホルムアルデヒド
対策仕様

耐キャスター・
車イス 床暖房対応 抗菌 上履用

耐干割れ

※

※床暖房システムの種類によっては対応できません。

■ 平面図

1,818

151.5

151.5
303

■ 断面図

12

151.5 151.5

303

ＷＷ /クリエアイボリーＦ/クリエホワイトＦ

  

（ほんのり Foot feel）

ＭＭ/クリエモカＦ

（ほんのり Foot feel）

ＤＤ/クリエダークＦ

（ほんのり Foot feel）

ＰＰ/クリエペールＦ

（さらっと Foot feel）

ＬＬ/クリエラスクＦ

（さらっと Foot feel）

ＷＷ /クリエアイボリーＦ/

         クリエホワイトＦ

ＭＭ/クリエモカＦ ＤＤ/クリエダークＦＰＰ/クリエペールＦ ＬＬ/クリエラスクＦ

ほんのり Foot feel しっかり Foot feelさらっと Foot feel

※TY-02Sには、しっかりFoot feelを表現する樹種がないため、設定はありません。

へこみにも強い︕キャスターも安心︕

フットフィール仕上げは、表面に立体感を
感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物
の木肌を表現していますので、汚れが入り
にくく、お手入れ性は従来通りに優れてい
ます。また、表面に特殊処理をほどこして
いますので、面倒なワックスがけの必要
はありません。（ノンワックス仕様）

物の落下やキャスター付き家
具などによるキズの深さを軽
減し、目立ちにくくします。車
イスなどを利用されるお部屋
にもおすすめです。

※傷やへこみがつかないということではあり
ません。過度の荷重にはご注意ください。特
に金属製や球形状のキャスターは表面を傷
めやすいので、ご使用をお避けください。

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を
3タイプ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げハイパーフイルム

環境配慮型針葉樹合板

エンジニアリングウッド

木造戸建住宅 捨て張り工法 マンション 二重床工法

※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、
    性能には影響ありませんので予めご了承ください。

フットフィール仕上げ

優れたお手入れ性

耐キャスター仕様

PRPSC0-200617-066e



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

カラーバリエーション

施工例

横浜エコハウス 標準仕様

床材

ＴＹ-０２Ｄ

寸　法 厚み12 × 幅303 × 長さ1818（mm）
基　材 エンジニアリングウッド＋環境配慮型針葉樹合板
表面材 ハイパーフィルム（フットフィール仕上げ）

ホルムアルデヒド対策 F☆☆☆☆
工　法 木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床

基材に合板を使用しているため、結露や漏水・水こぼし・床下からの湿気により表面のフクレ、
基材のはがれや腐れ・突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。

ホットカーペット
OK

色むら、色違い
が少ない

フットフィール
仕上げ

フットフィール
仕上げ キズに強い 変色、退色

しにくい お手入れかんたん ノンワックス

ホルムアルデヒド
対策仕様

耐キャスター・
車イス 床暖房対応 抗菌 上履用

耐干割れ

※

※床暖房システムの種類によっては対応できません。

■ 平面図

1,818

151.5

151.5
303

■ 断面図

12

151.5 151.5

303

ほんのり Foot feel しっかり Foot feelさらっと Foot feel

へこみにも強い︕キャスターも安心︕

フットフィール仕上げは、表面に立体感を
感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物
の木肌を表現していますので、汚れが入り
にくく、お手入れ性は従来通りに優れてい
ます。また、表面に特殊処理をほどこして
いますので、面倒なワックスがけの必要
はありません。（ノンワックス仕様）

物の落下やキャスター付き家
具などによるキズの深さを軽
減し、目立ちにくくします。車
イスなどを利用されるお部屋
にもおすすめです。

※傷やへこみがつかないということではあり
ません。過度の荷重にはご注意ください。特
に金属製や球形状のキャスターは表面を傷
めやすいので、ご使用をお避けください。

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を
3タイプ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げハイパーフイルム

環境配慮型針葉樹合板

エンジニアリングウッド

木造戸建住宅 捨て張り工法 マンション 二重床工法

※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、
    性能には影響ありませんので予めご了承ください。

フットフィール仕上げ

優れたお手入れ性

耐キャスター仕様

特長

PRPSC0-200617-066f

ＤＷ/ホワイトペイントＦ
（しっかり Foot feel）

Ｄ１/イタリアンウォルナットＦ
（ほんのり Foot feel）

ＤＸ/チェスナットＦ
（しっかり Foot feel）

ＤＪ/ホワイトオークＦ
（ほんのり Foot feel）

ＤＰ/ライトオークＦ
（ほんのり Foot feel）

Ｄ２/メープルＦ
（さらっと Foot feel）

Ｄ３/ライトメープルＦ
（さらっと Foot feel）

ＤＹ/チェリーＦ
（さらっと Foot feel） （ほんのり Foot feel）

ＤＫ/ナチュラルオークＦ ＤＺ/ウォルナットＦ
（ほんのり Foot feel）

ＤＬ/スモークオークＦ
（ほんのり Foot feel）

ＤＨ/チークＦ
（ほんのり Foot feel）

ＤＲ/ショコラオークＦ
（ほんのり Foot feel）

Ｄ２/メープルＦ ＤＸ/チェスナットＦ ＤＹ/チェリーＦ ＤＺ/ウォルナットＦ ＤＨ/チークＦ


