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床暖房の下地と致しまして、床暖メーカー様の仕様にて下地に柔らかいクッション材を敷かれる場合が

ありますが、その柔らかさによってはサネのはずれ(スキマ)や床鳴りの原因にもなりますので、ご注意

下さい。

本製品はクギ・接着剤を使用しないフローティング工法(置き敷き工法)にて施工致しますので、湿気等により

確保して下さい。　　　(1mに対して1mm以上、最低5mm以上)

【クリアランス(調整幅)】を有効に機能させるために、壁際の幅木を押さえ付けてフロアの動きを損なうことの

特に、冬場の乾燥時期に施工の場合は材も収縮している場合があるので、梅雨時期を考慮し上記以上の

クリアランス確保をとって戴くことをお勧めします。

【クリアランス(調整幅)】を確保しないと、フロアが伸びた際の【浮き】【床鳴り】の原因になります。

伸縮致します。そのため、壁際等には【クリアランス(調整幅)】が必ず必要となりますので、必ず適正幅を

フロアパネルをはめ込む場合は、木口面からタッピングブロック等にて軽く叩く様に施工し、フロアパネルを

特に床鳴りを防止する上でも、クリアランスの確保・有効性を再確認して下さい。

フロア材の表面温度が27℃を超えない様に床暖メーカーと協議の上、調整願います。

ない様に施工して下さい。

無理矢理押し下げて施工しないで下さい。木口面から軽く叩くことで滑り込む様に自然とフロアは下がります。

フロアがきっちりとはめ込まれていないと、スキマの発生や目違いの発生原因にもなり、その段差が【欠け】

接着剤・ビスでフロアを下地に固定しないで下さい。特にサッシ下部におけるビスの固定やドアストッパー

フロアを貼る最大スパンは12m以内です。それを越す場合は見切りを取り付けてクリアランスを確保出来る

水分が多い箇所(風呂⇔洗面の境部、サッシ結露による水分過多となる部位　等々)には、フロアの切断面

につながる場合がありますので、注意して下さい。

様に事前に計画して下さい。

に防水処理を施して下さい。

する完璧なものではありません。

サネの部分には【ワックスガードプラス】という防水処理兼床鳴り防止剤が塗布してありますが、防水に対応

などのビス固定には注意のこと。

特殊店舗やホットヨガ教室等などのケースにて使用される場合がありますが、それらは暖房の温度がかなり

高い設定にて使用されており極度の乾燥状態となるため、使用不可となります。

また、適正温度帯であっても材の収縮やサネ掛かり具合によって特に短辺のサネ部にスキマが発生する

場合がありますので、予めご了承下さい。

【ノリ・クギ不要】としておりますが、店舗や床暖使用時などは使用方法によってサネ部にスキマが発生する

場合があります。　(寒暖の差がある店舗、エアロビクス等の激しい運動など、広い面積を張る場合等々)

それらの案件に採用の際は、四方のサネにボンドを付けて張ることをお勧め致します。
(店舗棟にて店子様が確定していない様な場合も、どの様な業態の店子様が入るか判りませんので、同様の施工をお勧め致します。)

北洲　イノヴァーフロア　アーキテクチャル & メンテナンスガイド
本書は弊社製品『イノヴァーフロア』の採用時より、
施工・引渡し後のメンテナンスに至るまでの方法・注意点に言及したガイドブックです。
この内容を遵守戴き、下記の注意事項をよく読んで正しく施工していただきますようお願い申し上げます。

■ご使用の前に!!　施工時の注意点!!
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Phase 1

Phase 2

デザイン・仕様決定時
●イノヴァーフロアの表層部分はメラミン樹脂含浸の素材で均一化された商品ですが、製造ロットにより微妙な濃淡が発生
　 する場合があります。サンプル・カタログとの色の違いは、ご了承下さい。
●イノヴァーフロアのHDF基板は、強度・美観・環境良化・加工性等において極めて優れた特性を持つ建築材料です。
　 また、木質系の素材故に加工した後も室内環境の湿度に応じて常に伸び縮みは発生いたします。
　 (ムク材に比べて少ないということで、”ゼロ”という訳ではありません。材の性質上、多少伸びる傾向にあります。)
●『フローティング工法(置き敷き工法)』にて施工致しますので、床材を下地に釘・金物・接着剤にて止めることはありません。
●同じデザインでも、表面の色合いがバラつく場合がありますので、ご了承下さい。
●イノヴァーフロアの190mm幅において、幅広の1枚タイプ・2枚継ぎタイプ・3枚継ぎタイプのデザインがあります。

●イノヴァーフロアの表面仕上は、【ウッドグレーン】【ウッドエンボス】【デュラシャイン】の3タイプがあります。
　　【ウッドグレン】　 　:　木目調ですが、フラットな表面仕上げとしたタイプ
　　【ウッドエンボス】　:　木目調にエンボス仕上としているタイプです。木目のラミネート部とシンクロ(模様が一体化)して
　　　　　　　　　　　　　  　いるものではありません。
　　【デュラシャイン】　:　 鏡面仕上としているタイプですが、多少マット感も残したものです。
　　表面の仕上によって、強度等が異なる訳ではありません。
●イノヴァーフロアは材の性質上、衝撃により【欠ける】可能性があります。運搬・施工の際は特に
　 サネ部や角部等を堅いものにぶつけない様にご注意下さい。
●発注数量はロス分を含めて有効床面積プラス5%を目安として下さい。
●デザイン上、窓等からの外部光とフロアの長手方向が平行になる様に施工すると綺麗に見えます。

事前チェック
1) 下地のチェック
●イノヴァーフロアは在来工法・ツーバイフォー工法・パネル工法・軽量鉄骨工法・RC造等々の全ての工法に使用出来ます
   が、基本的に12mm以上の下地合板を必要と致します。
　 (RCスラブへの直接貼りも可能ですが、スラブの不陸が事項の様に取れていることと、テュプレックス下地マットを必ず
　　使用し、フローティング工法(置き敷き工法)にて施工する事として下さい。)
●改修の場合のカーペット下地について
　 カーペット等の柔らか過ぎる下地の場合は、フロアを張る前にカーペットを剥がしてから使用する様にして下さい。
●下地の不陸を確認し、床貼り工事に影響がある場合は手直ししてからフロアを貼って下さい。不陸調整の目安は、
　 【± 1.5mm/m以下】であること。
　 特にRCスラブ上に直接施工する場合は、コンクリート片等のハツリは必要不可欠です。
●施工前に下地が乾燥していることと、汚れ等が取り除いてあることを確認して下さい。

2) 商品到着時
●当商品は木質系ですので、荷下ろしの際にフォークリフトや荷吊りロープ等で傷を付けないよう充分注意してお取扱い
　 下さい。
●現場・倉庫での保管はパレット・台木の上に載せ、地面に直接置かないで下さい。また、シート等できちんと養生して
 　下さい。
●商品は48時間前に現場に納入し、施工に最適な温度環境に馴染ませておく様にして下さい。

3) 開梱時・割付時
●開梱時に重要な損傷が認められる場合は、商品到着後24時間以内に当社にご連絡下さい。
●貼り方におきましては、千鳥(レンガ貼り)になる様な割付は必要ありません。(木目調のタイプ)部屋の左端しから張り始め、
　 右側端部にてカットした材をそのまま次列の左端に使用して下さい。その際、材の長さが300mmに満たない場合は新しい
   フロアを半分に切断して使用して下さい。
●最後の列のフロアは幅が最低50mm以上となる様に事前に割付を考慮する様にして下さい。 (Step 3-1参照)
　 (最後のパネルが50mm以上となる様、1列目のパネル幅をカットしてからスタートする等)
●一室での貼り面積が100㎡を超える場合、長さ・幅方向の各12m以内に伸び調整のための見切材を使用して下さい。

HOKUSHU Co., Ltd. 4 INOVAR Floor Architekutural Guide  Var.8.3



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

○

■壁面部　標準納まり②　(二重床等で石膏ボードを上げて施工できない場合等)

施工方法

タッピングブロック　(ランバー等で代用可)

■壁面部　標準納まり①

丸鋸

接着剤 (ウレタン系)

スペーサー (クリアランススペースに合わせた寸法のベニア等をカットしたものにて可)

施工準備

Phase 3

(石膏ボード・幅木の厚みがクリアランスとなり
ます。)

(初めての施工の場合は、
ご購入をお勧め致します。)

②イノヴァーフロアの際を石膏ボードの面イ
チになる位置から貼り始めて下さい。
仮クギを使用してフロアを固定して施工する
方法もあります。
(Step 3-3-A、Step 3-3-B　参照)

カッター

施工を円滑に遂行させるには事前の準備が必要です。
Step 1

下記の施工工具・付随品を事前に準備しておくことをお勧め致します。

テープ (養生テープ等の薄いタイプ)

■ソフト幅木使用の場合　(原則ソフト幅木は不可。基本的に勧めないが、やむをえない場合の納め)

①石膏ボードを下地から15mm程上げて   留
めて下さい。

③フロアを貼り終えた後に、幅木でフロアを
軽く抑える様に幅木を止めて下さい。
押し込み過ぎは、クリアランスの未機能とした
原因となるので、注意願います。

クサビ

イノヴァー　施工金具

アテ木 (木片等で可)

引寄せ金具

ex) 厚さ7mmの幅木の場合、4mm/3mmの位
置にフロアの端を配置することとなるので、こ
の場合は4m以内に見切りが必要となる。

基本的には【標準納まり①】と同様であるが、
幅木の厚みのみのクリアランスとなるので、
見切りの入れる位置を細かくする必要があり
ます。

幅木

イノヴァー

下地マット

幅木

イノヴァー

下地マット

石膏ボード

石膏ボード

4mm 3mm
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①

下地マットの敷き込み (注意点)

フロアの張り始め 《スペーサーの取付け》

Step 2-1 下地マットの敷き込み

部屋の左隅側より貼り始めま
す。壁との間に必ずスペー
サーを使用して、クリアランス
スペースが確保出来る様にし
て下さい。

■クッションシートの場合(合板下地の場合に使用)

下地床を清掃後、クッションシートを隙間なく敷いて下さい。シートはそのまま
転がした状態がそのまま表裏となります。重ねしろ部位を丁寧に【突き付け】
として施工し、テープにて【突き付け】部を貼って下さい。クッションシートを重ね
て施工することは不可です。

■テュブレックスの場合(床暖・RCスラブ下地の場合に使用)

フロアの割付について
6帖間　芯々　2730 x 3640 の場合

Step 2-2

重ねしろ部位を丁寧に【突き付け】
として施工し、片側について

(在来木造　3.5寸角　石膏ボード後張り)

2625 - 10mm (両端のクリアランス)

① ÷ 190 (フロア幅) = 13.76枚

13枚の真物とカット材1枚

190 x 13枚 = 2470

下地床を清掃後、テュプレックスを
隙間なく敷いて下さい。テュプレッ
クスはそのまま転がした状態が表
裏となります。

(プリントされている側が下部にな
ります。)

いる【返し】の防湿シート部をめくって重ねて下さい。
テュプレックスを重ねて施工することは不可です。【返
し】がない部位はテープを貼って下さい。

有効　2625 x 3535

(片側 5mmづつ)

① - 2470 = 145mm (=カット材)

フロアボードの凸サネを壁側に向け、部屋の左側より貼り始めます。スペーサーは
約@400mm～500mmにて取り付ける様にして下さい。

フロアの張り始め 《最初のパネル取付け》Step 3-3

クリアランススペースは絶対に確保して下さい。

Step 3-2

下地マットは絶対に使用して下さい。

Phase 2  事前チェックの項目　3)
より、最終パネルは50mm以上が必要
であるため、145mmはOKである。

■フロアの貼り始め　(部屋の貼り始め)

Step 3-1

凹サネ部

掃きだし窓側を左側として貼り始めることをお勧め致します。

※サッシュ枠下端の飲み込み分に対してはめてから施工出来る様にするため。
　　反対側(掃き出しサッシュが右側になる場合)から貼る場合は施工がしずらくなります。

最初のフロアパネル
※サッシュ枠とフロアをビス留めするタイプが一般的のものと思いま
すが、枠に穴が開いていないタイプとするか、ビスの廻りにクリアラ
ンス分を取ってフロアを施工するかとして施工して下さい。

イノヴァーフロア

下地マット

下　　　地

下地マットは下地の不陸調整のためです。
ゆえに、いかなる場合でもフロアの直下に敷いて下さい。

下地マットを下地に留める必要はありません。
タッカーや接着剤は不要です。

下地マットが不陸を調整

※ビス廻りをルーズにしてク
リアランスが確保出来る様
にすること。

貼り方向

重要!!　#1

ビス
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Step 4-2短辺方向の施工方法①

列の最右側に貼るフロアパネル
を裏側にして、必要寸法に合わ
せて切断致します。その際、壁
境には【Step 3-2】と同様にクリ
アランススペースの確保を忘れ
ないで下さい。

短辺方向のサネがキチっと
はまる様にアテ木等にて反対
側から軽く叩いて下さい。

Step 5-1 フロア右端部の施工方法

Step 4-1

(スペーサーが使えない場合)

Step 6フロア右端部の引寄せ

2枚目のフロアパネルを貼る際
に、接続サネ部の位置にスペー
サーを合わせ直しして下さい。

Step 5-3

Step 4-3

パネル同士を【カクッ】となる
までキッチリとはめ込み、床
に置きます。もし、しっかりと
入っていない場合は【Step 4-
2】【Step 4-3】に基づき、キ
チッしと接続部をはめ込んで
下さい。

短辺方向の施工方法③

施工キットに同梱されている引
寄せ金物を使用して、パネルを
引寄せて下さい。
短辺方向のサネをよりキチッと
はめ込むためにもこの作業は重
要です。
見た目にパネル同士がはまって
いる様に見えても必ず実施して
下さい。

Step 5-2

仮クギを要所要所に打って、
フロアが奥に入り込まない様
にして1列目のフロアの動き
を仮留めして下さい。

Step 3-3-A フロアの貼り始め 《石膏ボードを上げる場合》 Step 3-3-B

パネルをはめ込んだ際、隙間が空
かない様に①の様にパネルを押し
込み(②)ながら下げて下さい。

最後に、仮クギは必ずはずし
て下さい。
クギを取らないと、クリアラン
スが取れなくなり、フロアの
【浮き】につながります。

次列のスタートの際は、前列
の最後に切断した残りのパネ
ルを最初に敷きます。

短辺方向の施工方法②

2列目以降の左端部の張り始め

フロアパネルの切断

にして下さい。ノコギリの刃は手入れした切断力の高いものを使用して下さい。

フロアパネルの切断に際し、電動
ノコギリを使用する場合は、化粧
面を下向きにして切断して下さい。
手ノコにて切断する場合は化粧面
を上向きにして切断する様

(スペーサーが使えない場合)

フロアの貼り始め 《石膏ボードを上げる場合》

短辺方向のサネを入れる際、材の自重により長辺側よりも簡単にサネが入る
傾向にあります。
サネが入ったと思っても、指の腹にてつなぎ目をなぞりますと目違い(段差)が
発生している場合があります。
これは、きちんとサネが入っていない状態ですので、再度入れ直すか、反対側
から引寄せ金物を使用して目違い(段差)が発生しない状態になるまで調整して
下さい。
そのまま施工しますと、特に冬場の乾燥時期にサネ部が開いてくる可能性や、
段差部に引っ掛かり【欠け】につながる場合がありますので、十分ご注意下さ
い。

重要  #2

重要 #3
凹サネ部においては、溝の奥にゴミ
が入っている場合があります。その
場合、はめ込もうとしてもはまりま
せんので、施工の際に都度ブラシ等
にてゴミ詰り等を取り除いてから施
工する様にして下さい。

仮打ちクギ
(必ず取り外すこと。)
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Step 8

Step 10-1

Step 9-1

2列目以降  長辺・短辺方向の隙間調整①

《実下部のクサビ取付け》

【Step 9-2】でのステップで約
3mmほど空いているスペースを
ボードAの面イチまでスライドさ
せますが、左図の様にタッピング
ブロックを使用して全体を軽く叩
いて位置を合わせる様にして下
さい。

パネル同士の接続部に、クサビ
の位置をズラして下さい。

2列目以降  短辺方向の接続部施工方法⑥Step 9-6

短辺方向の実がキチっとはま
る様にタッピングブロックにて
反対側から軽く叩いて下さ
い。

クサビを入れる際は、フロアボード
を斜めにした状態で入れていきま
す。

Step 10-2 2列目以降  長辺・短辺方向の隙間調整②

ボードBを全体的に軽く叩いて、
ボードAと面イチに合わせる。

Step 9-5

Step 9-3

2列目以降  短辺方向の接続部施工方法⑤

上図の様なクサビを用意してお
き、クサビをフロアボードの下に
左図の様に差込みます。フロア
の手前側が35mm以上浮く様に
しておいて下さい。

2列目以降  短辺方向の接続部施工方法④

2列目以降  短辺方向の接続部施工方法③

Step 7 2列目以降の貼り始め①

【Step 5】にて切断した次列目の最初の
パネル長さが上図の様に300mm以下の
場合は新しいフロアパネルを半分に切
断して使用して下さい。

Step 9-4

パネルのズレや破損を防ぐため
です。

Step 9-2 2列目以降  短辺方向の接続部施工方法②

Step 9-1にてボードAとボード
Bの短辺サネをはめる際、
ボードCとの間を約3mmほど
空けてボードBを落として下さ
い。

上図ではコーナー部に柱があるので、パ
ネル的には300mm以上であっても重ね
代が≧300mmとなっているので、不可と
なります。

2列目以降の貼り始め　《クサビの取付け》

1枚取り付ける毎に手前のフロア
パネルに隙間が発生していない
か、確認しながら施工して下さい。

2列目以降  短辺方向の接続部施工方法①

クサビは定間隔に取り付けて下さ
い。　約@400mm～500mm

ボードBの下にもクサビを入れて
下さい。

ボードBのパネルを落とす際、ボー
ドCの凹サネ部の上にボードBの
凸サネ部が乗る様に落とす様にし
て下さい。

パネルのはめ込みは1枚づつ行う
こととなります。　1列全ての短辺
方向をつなげて長辺方向のサネを
はめ込むのではありません。

前に敷いたボードAに新しいボード
Bの端を角度をつけて差込み押し
込みながら下げます。必ず、キッ
チリ入っていることを確認して下さ
い。

35mm
以上

≒3mm

面イチ

全ての左端部パネルに対して同様に。
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便器周りの納まりについて

図②

2列目以降  長辺・短辺方向の隙間調整⑤

2列目以降  長辺・短辺方向の隙間調整③

クサビを外し、タッピングブ
ロックを使用して軽く叩いて
調整しながらスキマがないこ
とを確認して下さい。

左図の様に隙間が発生して
るものは不可です。【Step
10-1】【Step 10-4】を繰返しな
がら調整し、上図の様になる
まで調整して下さい。

Step 10-5

3列目が終了した時点で、壁際の
クリアランススペース・両端の取り
付け位置が適正かどうかを再確認
して下さい。以後は、3列目毎に確
認を繰り返して下さい。

ドア枠・柱に掛かる部位はフロアボードの厚さに
ドア枠を切断して下さい

次列の短辺方向とのサネ部間隔が300mm以下
となっている。見栄えも悪く、伸縮の歪みに影響
されやすくなるので、300mm以上、あけて施工し
て下さい。

図①

パイプスペース部位の納まりについて

パイプ用の穴　:　　実際の穴より10mm大きい穴
をドリルで開け、上図左の様に切断し、パネル
を敷いた後に戻して下さい。

伸縮の歪みを受けて『すいた』事例。300mm以下
ということと施工時のはめ込み不足も影響してい
るものと思われます。幅木を外して木口面から引
寄せ金具にて引っ張ることである程度改善は出
来ます。

Step 10-3

パイプ等の結露に対応する為にも、切断面に防
水処理を施して下さい。　(コーキング等)

フロアパネルを下に押し込み、タッ
ピングブロックを使用して調整しな
がらキチっとハメ込んでいく様に調
整して下さい。

クリアランススペースの確認・調整Step 11

Step 10-4 2列目以降  長辺・短辺方向の隙間調整④

右端部にてカットした材を次列の左端部に使用する
のが基本となりますが、短辺サネが300mm以下とな
る場合はこの時点でフロア材の長さを調整もしくは
新しいフロア材をしようし調整した上で施工して下さ
い。

フロア材において、短辺方向のサネはサネ位置を合わ
せて手を離すだけで簡単にはまった様に見えますが、
これははまった状態ではなく不十分です。必ず、都度
木口面から軽く叩いてはめ込んで下さい。爪を立てて
引っかかりがない状態が適正状態となります。

フロアの上に乗って施工してはいけません。

短辺方向のサネのつなぎ目において、Step 7にて表記して
ある様につなぎ位置を300mm以上はなす事とし、直線的
もしくは同パターンとならない様にすること。右図①の様に
パターン化された仕上がりになると、見た目的にも悪くな
り、伸縮における歪みが短辺のサネ部に集中し右図②の
様に『すいてくる』といったデメリットが発生する場合がある
ので、注意して下さい。
(重要　#2でも表記しておりますが、短辺方向のサネは長辺
方向のサネに比べて自重もあることから簡単にはまる傾向に
あります。はまりが甘い事・つなぎ目が近くなっていること等
が要因となり『すいてくる』といった現象が見られますので、十
分に注意願います。)
貼っている過程でパターン化してきた場合、前列端部のフロ
ア材をそのまま使用するのではなく、新しいフロア材を使用し
寸法を意図的に変えて貼る様にして下さい。

重要  #4

短辺方向の間が
300mm以下と
なっている。

≧300mm

便器の下部(立ち上がり部位)においては多少なりともR形状となっており、こぼした水や尿等がその隙間に溜まって留まり、長い時間をかけてフロア材のつなぎ目から浸透
していく場合があります。
それにより、フロア材の【膨れ】が発生したり、基板が水分を含んでモロくなり【欠け】につながる事案がありました。

その部位の水分の滞留を防止する上でも、便器とフロア材との境部分にコーキング処理を施して水分が入らない様にして下さい。

重要  #5
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最終列(壁際)の施工②

Step 12-3

Step 13-1

最終パネルの施工、または、ドア等
に当って施工が出来ない場合は、凹
サネ部の山を削って接着剤を併用し
て取り付けますと容易に施工出来ま
す。

Step 12-1 最終列(壁際)の施工① Step 12-2

最終列(壁際)の施工⑤

最終フロアパネルの施工方法①

最終列(壁際)の施工③

となる様に、最終フロアパネ
ルの幅を切断して下さい。

短辺方向のつなぎ目に隙間が空
かない様に、アテ木等にて叩いて
はめ込んで下さい。

Step 12-5 Step 12-6 最終列(壁際)の施工⑥

フロアパネルを押し込みながら、
隙間が空かない様に手前側に引
き込みながら調整致します。

Step 12-4 最終列(壁際)の施工④

最終列の施工は、数枚のフロア
ボードの端をキッチリとはめ込み、
繋げた状態で貼ると施工が楽に出
来ます。

最終列のフロアボードは、壁
際に【Step 3-2】と同様のス
ペースが出来るサイズで切
断して下さい。

【イノヴァー　施工キット】に含ま
れている【引寄せ金物】を使用す
ると便利です。

全体的に位置を合わせて
フロアパネルを落とし込みま
す。

【引寄せ金物】を使用する場合
は、あまり力を入れずに軽く叩い
て調整しながらはめ込んでいく
様にして下さい。

最終面のパネルを均一に引き込
みます。

(Aの有効スペース) - (クリアラン
ス) = 最終パネル短辺寸法

最終パネル

便器 便器

便器周りのフチ部に
水・尿等が留まり、
フロアのつなぎ目
から水分が浸入して
フロア材のダメージ
につながる場合が
あります。

水分の滞留を防止
し、フロア材へのダ
メージを防止するた
めにも便器まわりに
コーキング処理等を
施して下さい。

水分の滞留にてフロア
にダメージが発生した
事例。

尿石等の溜まり具合
から、多大な尿の滞留
が予想出来ます。
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Step 13-4

全てのフロアパネル施工が
終わりましたら、1番最初に取
り付けました【スペーサー】を
全て取り外します。　周囲に
均一にスペースがあることを
確認して下さい。

Step 13-5

Step 15-3 幅木の取り付け③ Step 15-4

Step 14

Step 15-2 幅木の取り付け②

幅木にゴム付きのスペー
サーがあるタイプを使用する
場合、左画像の様に過度に
押さえつけて取り付けます
と、フロアのクリアランスが取
れていても有効に動かない
場合がありますので、右画像
の様なゆとりを持って取り付
けて下さい。

幅木を取り付ける際、フロア側へ
の過度の押さえつけとならない様
に名刺1枚分のクリアランスを設け
て幅木を取り付ける様にして下さ
い。

引寄せ金物を使用して短辺方向
に引寄せ、隙間が発生しない位置
まで合わせて下さい。

最終フロアパネルの長辺方
向の実を通常のパネルと同
様にAの方向に引き込みなが
らB側に押し下げて下さい。

スペーサーの取り外し Step 15-1 幅木の取り付け①

施工後は接着剤が乾くまで、フロ
アパネル全体・サネ部に【重し】を
乗せて固定する様にして下さい。

最後に幅木を使用して納めて下さ
い。幅木は必ず壁側に取り付け、
フロアパネルには固定しない様に
して下さい。

最終フロアパネルの施工方法④

最終フロアパネルの施工方法② Step 13-3Step 13-2

　 擦り落として下さい。
●ヒールマークが付いた場合や、水拭き・洗剤でも落ちにくい汚れの場合は、市販のメラミンスポンジを使用しますと汚れは

クリアランスに有効性がない
と、フロアの【浮き】につなが
る可能性がありますので、幅
木の取り付けの際は、押さえ
つけ過ぎない様に十分注意
して下さい。
ネイルガンによるフィニッシュ
ネイルで取り付ける際は、特
に注意が必要です。

　簡単に落とせます。

削った跡は、サネ部に削りカスが残らない様に掃除して下さい。

最後に、幅木がフロアを押さえ付
けていないかを確認して下さい。

最終フロアパネルの施工方法⑤

Step 15-1にて取り付けてい
た名刺1枚分のスペーサーを
外します。

Phase 4
メンテナンス
●イノヴァーフロアに定期的なメンテナンスは不要です。

●汚れが残る場合は、固く絞った雑巾などで水拭きにて落として下さい。水拭きにて落ちにくい場合は、中性洗剤等を付けて
●日ごろのメンテナンスは、市販のモップ等を用いた空拭きで構いません。

●ワックスは掛けないで下さい。
　 ワックスの種類によっては油分が表面に残るため、汚れが付着しベトつきが発生します。

幅木の取り付け④

最終フロアパネル直前のパネル
部　凹サネ部にある突起部分を
左図の様に、ノミ(もしくはカッ
ター等)にて削って下さい。

ウレタン系の接着剤は多少発泡
する傾向にありますので、付け過
ぎには注意して下さい。

最終フロアパネルの施工方法③

(ウレタン系 接着剤)

凹サネ部に接着剤を均一に付けて下
さい。
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フロア付随商品の取り付け方
※各種見切り・框等はMDFにシートを貼ったタイプで室内物件用です。

　　店舗・老健施設等、土足や車椅子使用の物件等はステンレス等の見切り採用をご検討下さい。

※ゼンオーク・大理石調のタイプは見切りにおきましては、他の見切りと形状・寸法が異なりますので、ご注意下さい。

下地マット・イノヴァーフロアの施工
後にT型見切りを押し込む様にして取
り付ける。(接着剤の必要はありませ
ん。)

樹脂ベースを壁際にビスもしくは、両
面テープにて取り付ける。
ビスにて取り付ける際は、皿ビスと
し、ビスの頭が出ない様にして取り付
けて下さい。

T型見切りを取り付けるセンターの位
置を確認。

RCスラブ下地の場合、接着剤等を使
用して取り付けて下さい。

木ビスにて下地にU字キャップを取り
付ける。

樹脂ベースの前にスペーサー(9mm
ほどのベニヤ等)をはさんでからフロ
ア貼りの施工を開始します。

スペーサーをはずし、見切り本体を
上からかぶせて下さい。

●主な取り付け箇所

・貼り面積が100㎡を越える場合

・貼り分けや色柄の異なるフロアを貼る際の見切りとして

■T型見切りの取り付け方法①　　　【MDF製】　　　対応 :  大理石調(デュラシャイン) 全て

RCスラブ下地の場合、接着剤等を使
用して取り付けて下さい。フロアの凹側下部の突出している部位が見切りの"羽"下となる場合は

上図の様に突出部をカットしてから施工して下さい。

木ビスにて下地にU字キャップを取り
付ける。

●主な取り付け箇所

・既存のフロアの上に重ね貼りする場合などで、幅木を外さずに施工する際に壁際の外周部などに

Phase 5

●フロア色との対応品番       ※ 大理石調の3タイプのみ

フロアの端部はT型見切りを取り付け
るセンターの位置から両側ともに
15mm程離して施工する。

見切りの"羽"の部位にてフロアのク
リアランスを取れる様にフロアの端は
壁面から30mm程離して施工して下さ
い。

・開口部　敷居位置の見切りとして

下地マット・イノヴァーフロアの施工
後にL型見切りを押し込む様にして取
り付ける。(接着剤の必要はありませ
ん。)

●フロア色との対応品番　　　　※ 大理石調の3タイプのみ

下地マットは樹脂ベースの手前まで
とし、樹脂ベースの上に載せない。

■L型見切りの取り付け方法②　　【樹脂製】　　　ウッドグレン・ウッドエンボス 全て
MDF製の見切りの場合は、フロア先行で施工していましたが、樹脂製の場合は施工が逆に
なります。

※注意

取り付け部の汚れ等を取り除き、U字
キャップのセンターを壁面から15mm
の位置に合わせる。

■L型見切りの取り付け方法①　　　【MDF製】　　　対応 :  大理石調(デュラシャイン) 全て

・敷居との取り合い部

15 15

Cut

3030

12

15ビスの頭を
出さない事。

15
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●フロア色との対応品番       ※ 大理石調の3タイプのみ

■上框の取り付け方法②    【樹脂製】　　　ウッドグレン・ウッドエンボス 全て

上框を押し込む様にして取り付ける。

●立ち上がり部位に、フロアパネルを張る場合

立ち上がりに貼るフロアパネルの厚
み分、U字キャップの取り付け位置を
ずらす。

木ビスにて下地にU字キャップを取り
付ける。

RCスラブ下地の場合、接着剤等を使
用して取り付けて下さい。

上框を取り付けるセンターの位置を
確認。

フロアパネルを接着剤にて止める。

(框が持ち上がる様な場合は、框の底部に
接着剤を使用しても構いません。)

※注意
MDF製の見切りの場合は、フロア先行で施工していましたが、樹脂製の場合は施工が逆に
なります。

際の部位から40mmの位置にてフロ
アを張る。

樹脂ベースを際角部にビスにて取り
付ける。

框を上から押し込む様にして取り付
ける。

・階段をイノヴァーフロアにて張った場合の端部に

■T型見切りの取り付け方法②　　【樹脂製】　　　ウッドグレン・ウッドエンボス 全て

・玄関　上框として

■上框の取り付け方法①　　　【MDF製】　　　対応 :  大理石調(デュラシャイン) 全て
●主な取り付け箇所

下地マットは樹脂ベースの手前まで
とし、樹脂ベースの上に載せない。

樹脂ベースの両端にスペーサー(ベ
ニヤ等)を挟み、フロアを施工する。

スペーサーをはずし、見切り本体を
上からかぶせて下さい。

樹脂ベースを壁際にビスもしくは、両
面テープにて取り付ける。
ビスにて取り付ける際は、皿ビスと
し、ビスの頭が出ない様にして取り付
けて下さい。

フロアの端部は際部から40mm程離
した位置にて施工する。

フロアの凹側下部の突出している部位が見切りの"羽"下となる場合はT型
見切りの図と同様に突出部をカットしてから施工して下さい。

25 40

1515

55

18

40

ビスの頭を
出さない事。

40
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位置を確定したら、キャップをビスで
固定。

段差型見切り　"羽"下にてクリアラン
スがとれる様に位置確定下さい。

RCスラブ下地の場合、接着剤等を使
用して取り付けて下さい。

・リフォーム改修工事等で、フロアを増し貼りし、段差が発生する部位など

●フロア色との対応品番       ※ 大理石調の3タイプのみ

段差型見切りを取り付けるセンター
の位置を確認。

段差型見切を取り付け。

フロアの凹側下部の突出している部位が見切りの"羽"下となる場合は
T型見切りの図と同様に突出部をカットしてから施工して下さい。

●主な取り付け箇所

Phase 6

■見切りの取り付け位置について

特殊施工の納め方

特にシート式の床暖タイプでは、急激に温度が上昇することを売りとしている商品もあり、注意が必要です。

■床暖房に使用する場合
温水式・シート式等、様々なタイプに使用可能ですが、フロア表面温度が27℃を超えない低温床暖に限ります。

(蓄熱式暖房に限らず、冬季は過乾燥気味となり各種建材に影響が発生する場合があります。湿度調整にご注意下さい。)
床暖房使用の際は、温度上昇防止のコントローラー等を取り付ける等、販売先様に採用床暖の可否についてご確認下さい。

また、蓄熱式におきましても、常時熱にさらされる状態となりますので、建物内部の過乾燥状態により収縮が発生する場合も
ありますので、湿度管理も重要になって参りますので、ご注意下さい。

段差見切りを押し込む様にして取り
付ける。

■段差型見切りの取り付け方法①　　【MDF製】　　　対応 :  大理石調(デュラシャイン) 全て

■段差型見切りの取り付け方法②　　【樹脂製】　　　ウッドグレン・ウッドエンボス 全て

際の基点となる部位から19mmの位
置を樹脂ベースのセンターとして
ベースをビスにて取り付ける。

見切りの取り付けは、Phase2  3) 開梱時・割付時の項目でも記載しました様に、一辺の最大スパンが12m以内としております。
住宅等においては、一辺のスパンが12mを越すことはほとんどありませんが、貼る形状が複雑になる場合が多々あります。
複雑な形状による歪みなどを防止する上でも、出来る限り各居室ごとの見切りを入れることをお勧め致します。

際の基点となる部位から34mmの位
置までフロアを張る。

1934

45

ビスの頭を
出さない事。

ビスは皿ビスとし、ビスの頭が出ない様にして取り付けて下さい。
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■段差をなくした見切り方法の一例

部屋の一部に書棚等の重量物がある場合、下地マットが重量にて潰れ、実部
に負担が掛かり、実部に隙間が発生したり段差が発生する場合があります。

エキスパンションスポンジとフロアパ
ネルを2点留めにて取り付け。
(下地に接着させない。)

●エキスパンションスポンジ使用の場合

見切りを取り付ける位置の下地マット
をカットする。

フロアパネルの浮き防止と伸縮対応
のため、ブチルテープ(orブチルコー
キング)を貼る。

フロアパネルを取り付け。

※上記いずれの場合もフロア材の角部が露出しているので、使用中の各種衝撃にて角が欠ける場合がありますので、注意・ご了承下さい。

エキスパンションスポンジの場合

フロアパネルの浮き防止と伸縮対応
のため、ブチルテープ(orブチルコー
キング)を貼る。

フロアパネルを取り付け。

■部分的に重量物を配置する場合

コーキングの場合

バッカー材の取り付け・コーキング塗布。　　(一般的なコーキングのみの場
合、硬さがあり伸縮に対応出来ない。軟らかさを保てるコーキングであれば現
場判断にてコーキングのみでも可と考える。その場合、下地とは縁が切れる様
にしておく事。)

●コーキング使用の場合　(下地カットとブチルテープ貼付けは上記同様)

重量物の寸法を測った上で、L字型見切り等によりクリアランスを設けること。
フロアの上に重量物を配置すると伸縮の逃げ場が無くなり、浮き・隙間の発生
につながる恐れがあります。

書棚等(重量物)

イノヴァーフロア

L型見切

L型見切

ブチルテープ

(orブチルコーキング)

エキスパンション

スポンジ

2点留め

ブチルテープ

(orブチルコーキング)

コーキングバッカー材

バッカー材

コーキング

ブチルテープ

(orブチルコーキング)
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エキスパンションスポンジもしくはコーキングにて施工する場合は双方ともに土足時や最大スパン(12m)にて施工する場合が多いものと
考えられ、それに伴いクリアランス幅も広いものと考えます。それ故に女性などがヒール(特にピンヒール)などで歩行の場合はその部
位がヒールによるめり込みや引っ掛かりが発生する場合が考えられますので、基本的にはT型の見切りを推奨致します。　　　　記載の
施工方法は一例としてご紹介させて戴き、当社が推奨するものではありません。

Phase 7
困ったぞ!! 　対策は? /  クレーム??  と考える前に・・・

【フロアが浮いてきたぞ!!】
原因…フロアのクリアランス不足が原因です。

　　　　 　   イノヴァーフロアに限らず全ての材は伸縮致します。一般的なフロアはクギ・接着剤を使用して下地に固定しておりますので 【浮く】
                という心配はありません。
　　　　　　  しかし、伸縮によって【反り】【スキマの発生】が起こります。
　　　　　　  イノヴァーフロアはクギ・接着剤を使用しないフローティング工法(置き敷き工法)ですので、伸縮に対応する【クリアランス】が壁際等
　　　　　　　に必要となります。
　　　　　　  この【クリアランス】が少なかったり、全く取っていなかった場合、材が突っ張って上に逃げるという現象、つまり【浮き】の発生になります。
　　　　　　  本施工要領にも幾度と無く【クリアランスの重要性・必要性】を明記しておりますので、適正なクリアランスを厳守して下さい。

　　対応…【浮き】の原因は材の突っ張りによるものですので、【クリアランス】を確保することによって解消します。
　　　　　　  四方の幅木を外して、壁際の部位を適正なクリアランスとなる位置までカットして下さい。
　　　　　　  このことによって【浮き】は解消されるものと思います。あとは幅木を貼りなおして終了です。

　　　　　　  【浮き】が大きい場合などは、はめていたサネ部分が逆に反ってしまうことでサネの部位が割れてしまっている場合があります。
　　　　　　  この場合は適正クリアランスを確保していてもサネが外れやすくなっていたり目違い(段差)が発生する場合がありますので、その部位
　　　　　　　の貼り替えをお勧め致します。

【部分的に欠けてしまった。剥がして張り替える程ではないのだが・・・】
     原因…フロア自体は硬く、表面もキズが付きにくい特徴がありますが、絶対的なものではありません。
　　　　　　  施工時にフロアをぶつけてしまうことで、特に角部などは【欠け】が発生することがあります。
　　　　　　  また、施工後に何らかの重量物を落として欠けたという事例は現在まで報告例ありませんが、施工要領書内 【重要　#2】に記載されて
　　　　　　  おります
                様にフロアパネルの接続の際、指の腹でつなぎ目をさすって段差が確認出来る場合などは靴等のつまづきなどで部分的に欠ける場合
                もあります。
                施工後にドアストッパーの取付を行う場合や、フロア用コンセント取り付けのためにドリル・ホールソーなどの器具を用いてフロアに加工
                を施す場合も表面に欠けが発生する場合もあります。

　  対応…通常市販品のパテやホットプレスなどでの補修は可能です。
　　　　　　  イノヴァーフロア専用のパテ等は用意しておりません。
　　　　　　  大きな欠け等はリペア専門店にご相談下さい。

注意

【サネの部位にスキマが開いてきた!!】
原因…主に短辺方向のサネに発生する場合があります。短辺方向のサネは長辺方向のサネに比べ、手をはなすだけで簡単にはまって見える

　　　　　　　傾向にあるため、はまりが甘かったりした場合などが原因と考えられております。
　　　　　　　また、フロア材の伸縮に伴いクリアランスを設けて戴いておりますが、フロア施工後の段階で様々な業者が入ることで知らずの内に一部
　　　　　　　を固定されていたり、重量物にて固定同様の状態となるがため伸縮の際に短辺方向のサネが開く等の要素が考えられます。

　　対応…壁際の部位であれば、幅木を外して引寄せ金物にて引寄せることで解消します。
　　　　　　　その際、サネの突起部分が崩れている可能性がありますので、入れることが可能であれば接着剤を
　　　　　　　注入された方がベストです。
　　　　　　　壁際以外の場所であれば、右写真の様な強力な吸盤を用いて叩き込んでみて下さい。
　　　　　　　サネの摩擦抵抗があり、動き難い場合もありますが、2個同時併用等にて対応して下さい。
　　　　　　　この場合も同様に、サネの突起部分が崩れている可能性がありますので、入れることが可能であれば
　　　　　　　接着剤を注入された方がベストです。
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Vol.4 2010年5月1日2009年6月9日

◆改定履歴

Vol.1 Vol.8

Vol.8.2

Vol.8.3

2011年5月25日

Vol.5 2010年6月30日

Vol.6 2010年10月22日

Vol.7

2013年10月29日

2013年5月20日

2011年12月7日

2009年12月7日

Vol.2改

Vol.3

2009年6月18日Vol.2

2009年10月19日

【床鳴りがする】
    原因…イノヴァーフロアはサネの部位にワックスガードプラスという防水処理兼床鳴り防止の液体を塗布しておりますが、施工方法によっては
               施工中・施工後にピキッピキッという床鳴り発生事例がありました。
　　　　　　 当初は原因が不明でしたが、最近はその原因が究明されつつあります。
　　　　　　　　①不陸調整の不備によるもの。
　　　　　　　　②サネのはめ込みが不十分であった。
　　　　　　　　③クリアランスの確保が不十分であったため、【浮き】まではいかないがフロアパネルが突っ張っていた状態によるもの。
　　　　　　　　④見切り取り付け箇所が不十分であり、ドア枠や何らかの干渉物がありフロアの動きに歪みや障害を及ぼしていたことによるもの。
　　　　　　　　⑤クリアランスは十分確保していたが、幅木を過度に押し付けており、クリアランスが機能していなかったことで、③の状態と同様に
　　　　　　　　　 突っ張っていた状態であったこと。(Step 15-2参照)
                  ⑥クリアランスは確保していたのだが、開口部のドア枠部にクリアランスを取っておらず、実質クリアランスが機能していなかった
　　　　　　　　　ことや、戸あたりのビス打ち・設備関係取り付け時に台座固定のため、ビス等にてフロアに固定する等の床工事以外の業者様
　　　　　　　　　が知らずに通常施工してしまった事等。
　　　　　　  等々が確認できました。
　　　　　 　 いづれにせよ、フロア材の問題ではなく、施工の不備やクリアランス確保という大前提の認識不足に起因しております。

　　対応①…通気により自然と治まることもありますので、十分な換気をして少し様子を確認してみて下さい。
　　　　　　  　 それでも治まらない場合は、幅木を取り外してクリアランスの有無を確認して下さい。
　　　　　　      クリアランス不足が確認できましたら、上記【フロアが浮いてきたぞ!!】の対応の項目と同様に処置して下さい。
                    クリアランスが確保出来ていたら、⑤の様に幅木の過度な押さえ付けによるクリアランス未機能が疑われますので、全ての幅木を
                    外し、床鳴りの解消が確認出来たら、押さえ付けに注意して再度幅木を取り付けてみて下さい。
                    建具縦枠の部位にて少しの干渉でもクリアランスが機能しない場合もありますので、確認戴き調整願います。

　　対応②…床鳴り防止剤による一時対応。
　　　　　　　　 床鳴り防止剤(DC-1)を床鳴り箇所に塗布・乾燥させることで、ワックス成分がサネ部に浸透し床鳴りを抑える効果があります。
                   当社の実験では床鳴りはしばらく止まったことが確認できましたが、恒久的な対策とは考えておらず、あくまでも一時的な対応
　　　　　　　　レベルと認識して考えておりますので、対応の一例として下さい。

　　処置方法

床鳴りする箇所にマスキングテープを
貼ります。

マスキングした部位に床鳴り防止剤を
塗布します。
床鳴り防止剤は2～3倍に水で希釈し
て使用します。

床鳴り防止剤を塗布した後、しばらく
放置し乾くまで待ちます。

防止剤が乾燥したらマスキングテープ
を剥がします。

マスキングテープを剥がした後は、薬
剤が残っておりますので、拭き取って
下さい。

薬剤は主にワックス成分となっており
ますので、多少ヌメリがありますの
で、光沢が出なくなるまで綺麗に拭き
取るようにして下さい。

用意するもの　:
2～3倍 希釈の床鳴り防止材
マスキングテープ
注入器(スポンジ等でも可)・雑巾

ワンポイント!!
マスキングして剤を注入した後、吸盤等
を用いてフロアを上げてサネの部位を開
くようにするとより剤が浸透しやすくな
り、効果的です。
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