【ぺルゴLVTフロア】
樹脂系フローリング

PERGO – VINYL
ぺルゴLVTフロア（樹脂系フローリング）はこれまでの常識を変えます。
既存の塩ビタイルとは全く別次元との言える革新的高機能床材です。
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高機能なヨーロッパの床材「ぺルゴLVTフロア」の特徴

傷、汚れ、摩耗性に優れた表面積
精巧な印刷デザイン層
耐久性の高いビニールコア
ガラス繊維入り安定化層
耐衝撃性の高いビニール・パッキング
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【デザイン】限りなく本物に近い｢究極の質感｣を実現。（木目・石目）
メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾 5種と石目調装飾３種で多彩なデザイン。
今までのラミネートフロアではできなかった究極の｢質感｣です。

木目調 3柄
カッターで簡単切断

石目調 3柄

究極の質感「木目と石目を実現」

新築住宅・リフォーム時の重ね張りや水回り等に施工に適している
張り替え等のメンテナンスが楽でコストの削減が可能
キズ・衝撃に強く安全且つ衛生的
キャスター傷にも強く、配置変更でも跡がつきにくい

【品質】 耐摩耗性・耐衝撃性・耐擦傷性に優れた表面保護シート
特許の表面保護技術（チタンV）が、こすれやキズから床を守ります。
（チタンV＝酸化アルミニウム粒子の保護層のマルチレイヤー技術)

【機能】
－ 床暖房対応！

コア層には不純物や再生塩ビを含まない純粋なPVC を使い、尚且つ、極めて微細なガラス繊維を含ませることで寸法
安定性が飛躍的に向上し、60℃の環境下でも熱による伸縮が少ないため、床暖房に対応しています。

－ ワックス不要！

これまでの塩ビタイルはワックス掛けが必要でしたが一切不要です。
メンテナンスが楽なので、一般住宅にお勧めです。

－ 水に強い！

■建築用途はたくさん

耐水性に優れ一般住宅の水廻りやキッチンにお勧めです。

住宅・店舗・オフィス・教育施設・介護施設・医療施設など、限りなく本物に近い質感と高い耐久性でさまざまな用途に
おすすめです。
●住宅(新築・リフォーム) ●商業施設 ●ホテル ●マンション(賃貸物件) ●介護施設 ●児童施設

－ 油汚れに強い！

油が落ちてもシミにならず、サッと拭くだけ！業務用にもお勧めです。

【システム】パーフェクト・フォールド（下記参照）

(４方サネ形状の完全安心ロック)
ユニリン社(ベルギー)で国際的に特許を取得したサネ形状。
｢ノリ｣｢クギ｣を使わずはめ込むだけの置き敷き施工で、従来の床材に比べて格段に施工が早く、また後々の模様替えも簡
単です。
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施工動画はこちらから
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専用部材

バリエーション
ペルゴLVTフロア

クラシックプランク

1251×187mm/5-Variation
厚さ4.5×幅187×長さ1251（mm）1ケース（9枚入り）＝2.105m2（約0.65坪）
ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。

モダングレーオーク
V2107-40017

クラシックナチュラルオーク
V2107-40023

モダンナチュラルオーク
V2107-40018

モダンコーヒーオーク
V2107-40019

L型床見切り LVT用
アルミ製
PGE-A

※ 対応厚み12.3ｍｍまで

グレイシャレーパイン
V2107-40055

■仕様

ペルゴLVTフロア

Ｔ型床見切り LVT用
アルミ製
PGT-A

段差見切り LVT用
アルミ製
PGA-A

コンビモールディング
T段差型 アルミ製
PGV-TA

ステアノーズクリック
段鼻 アルミ製
PGV-SC

T型床見切り LVT用
樹脂製
PGT-J□□

Ｌ型床見切り LVT用
樹脂製
PGE-J□□

段差見切り LVT用
樹脂製
PGA-J□□

専用カッター
PGV-CUT
替刃１０枚・専用ケース付

専用定規
PGV-TL

不陸調整シート
PGV-UL

タイル

1300×320mm/3-Variation
厚さ4.5×幅320×長さ1300（mm）1ケース（5枚入り）＝2.08m2（約0.63坪）
ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。

ブラックスキバロスレート
V2120-40035

クリームトラバーティン
V2120-40046

ウォームグレーコンクリート
V2120-40050

■仕様
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性能試験表記

取り扱い・施工方法について注意事項
方法

パラメーター

基準条件

ぺルゴLVTフロア

耐摩耗性

ISO 24388-A

>1200回転

>2400回転

永続的跡

EN433

<0.10mm

OK

燃焼分類

EN13501-1

寸法安定性

ISO 23999

80℃で6時間

<0.25%

<0.05%

ISO 24334

Fmax長手

>1kN/m

2kN/m

Fmax短手

>1.5kN/m

2.5kN/m

ロッキング強度
染みへの耐性
UV耐性
家具の脚の移動
キャスターチェアの影響
滑り耐性

熱耐性

EN423

クラス1

ISO 105 B02

クラス6

クラス>6

EN424

フラット0.1mm/32kg

変化なし

剥離なし・障害なし

OK

ISO 4918

>25000回転

EN13893

DS

DIN51130

R9

EN12633

USRVクラス１

EN12667

ぺルゴ下地シートなし

0.015m²K/W

ぺルゴ下地シート上

0.044m²K/W

セメントフロアに内蔵された全ての標準暖房システムに適している。

床暖房
衝撃音の減少

Bfl-s1

ヒーティングフィルムには適さない。接点温度は最大≦27℃。
ISO 712/2

ぺルゴ下地シートなし

△Lw=2dB

ぺルゴ下地シート上

△Lw=17dB

【商品の事前搬入・入荷時のチェック】
ぺルゴLVT フロアは、施工開始前から最低48 時間前に搬入し、18℃から30 度以内の状態で保管して現場環境に順応させてください。
施工前・施工中・施工後の最低24 時間は、18℃から30 度以内の室内温度を維持して下さい。
ぺルゴLVT フロアは、サネ部等は薄く破損し易いので、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
てお取扱いください。また、施工時の取り扱いにも十分注意してください。
現場・倉庫での保管はパレットの上に載せ、地面や台木に直接置かないでください。また、シート等できちんと養生してください。
サネ部が破損しているまま施工すると、目違い、欠けの原因になりますので、確認のうえ施工してください。
【使用箇所の可否】
ぺルゴLVT フロアは、下記の用途では接着剤を使用し置き敷きでの施工は避けて下さい。
【サンルーム】【キャンピングトレーラー】【窓付きポーチ】
【下地の条件】
施工前に下地が平滑であることと異常なたわみや床鳴りが無いか必ず確認してください。
重ね張り等の場合、既存の床材が下地に接着剤等にて固定されている場合はそのままで構いませんが、フローティング工法( 置き敷き)
にて施工されているフロアやタイルカーペット、グリッパー式のカーペット、クッションシート等の場合は剥がして下地を整えてくださ
い。
１ｍに対し、2 ㎜以上かつ200 ㎜ に対し、1 ㎜ 以上の凹凸がある場合、下地を平らに調整してください。
隆起している箇所があった場合は、取り除いてください。
下地床は、乾燥していて平らであり、安定性があることを確認してください。
表面に残っている古い接着剤は削り落とし、掃除機等にてきれいにしてください。
ぺルゴLVT フロア自体に遮音性能はありません。
マンションなどで遮音が求められる用途に関してはフロアの下地で遮音性能を確保した上で施工をお願いします。
【フローティング工法】
ぺルゴLVT フロアは『フローティング工法』（置き敷き工法）が基本施工となります。
※18度以下で施工する場合は、塩ビ系接着剤で全面接着してください。
【クリアランスの確保】
1. 巾木を使用する場合
短辺方向 5ｍ未満：4.5㎜のクリアランスが必要です。
長辺方向 5ｍ未満：4.5㎜のクリアランスが必要です。
※巾木は7 ㎜以上のものを使用してください。
※スパン5ｍ以上となる場合は、Ｔ型見切り等使用し、必ず縁を切って下さい。
2. 専用見切り材を使用する場合
短辺方向 5ｍ未満：4.5㎜のクリアランスが必要です。
5ｍ-10ｍ＜18℃～26℃＞：9.0㎜のクリアランスが必要です。
＜28℃~40℃＞：4.5㎜のクリアランスが必要です。
長辺方向 10ｍ未満：4.5㎜のクリアランスが必要です。
【施工における注意点】
1. サネ部をきれいにしてから施工してください。木くず/ゴミなどが付着したまま無理やり施工しますと目違いが発生します。
2. ぺルゴLVT フロアをはめ込む場合は指の腹部位を使い、適正な角度で軽くフロアの表面をはめ込む様にしてください。適正な角度が
保たれないと、はめ込めなかったり、隙間や目違いが発生します。
3. サネ部は目違い、隙間のないようにしっかりはめ込んでください。
【床暖房への対応】
電気式の床暖房はＰＴＣタイプのみ使用可能です。その場合、床暖房の上に直接施工してください。
温水式床暖房は12mm 厚の捨て貼り合板を敷いてから、ペルゴＬＶＴフロアを施工してください。
床暖房の上で長時間座ったり、寝そべると低温やけどのおそれがあります。
ホットヨガ教室など床材が高温になるような場所には使用しないでください。
健康上および安全上の理由から、フロア表面の温度は最大27℃以下となる様に床暖房システム側にて調整してください。
床暖房を使用の際は、四方のクリアランスを５mm 確保してください。
【その他の注意事項】
ぺルゴLVT フロアは耐傷性に優れたフロアですが鋭利な硬いものを落としたり、引っかいたりすると傷つきます。
また、ナイロンキャスターの場合に砂や小石や硬いゴミ等で傷がつく場合があります。
【メンテナンスなど】
土足での使用の場合、入り口にドアマットを敷いてください。通常のお手入れは、固く絞った雑巾と掃除機で十分汚れが取れます。
こびりついた汚れには市販のメラミンスポンジをご使用ください。
ワックスは不要です。ワックスがフロアに浸透しないため、ワックスの種類によってはワックスを弾いてしまったり、後からワックスの
成分がはがれる場合があります。
『類似の粗悪品がございますのでご注意ください。』
『以上の注意事項を遵守されませんと、保証の対象となりません。』
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【銭 函】
〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目280番地
Tel:0134-62-3211 Fax:0134-62-3234
【苫小牧】
〒059-1374 北海道苫小牧市晴海町39番地
Tel:0144-55-1671 Fax:0144-55-1673
Web:http://tohoku-lumber.com
Email:sales@tohokulumber.co.jp

※印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※このカタログは2019年11月現在のものです。価格・品番一覧は別紙をご覧ください。

