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究極の木質感！
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ペルゴラミネートフロア【木質系フローリング】
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①キズに強い
土足でも平気です。
キャスター傷、家具の擦

り傷、おもちゃの傷などつきにくい
凄い床です。

 ⑦ワックス不要
表面の加工でワックス
不要です。

メンテナンス費用が大幅削減で
きる凄い床です。

 ⑧床暖房対応
「ノリ」「クギ」を使わ
ないので床暖房システ

ムを痛めず。熱で反ったり、空
いたりしない凄い床です。

②衝撃に強い
重い物を落としたり、
家具が転倒しても、

へこみにくい凄い床です。

③水に強い
表面は撥水性があり、
キッチン・トイレなど

の水廻りにも使える凄い床です。

④火･熱に強い
熱にも強く、タバコの
火を落としても、焦げ

跡が残らない凄い床です。

⑤汚れに強い
油汚れも、油性マジッ
クでも簡単に拭き取れ

る凄い床です。

⑥紫外線に強い
窓際やサンルームなど
で、直射日光が当たっ

ても、色褪せしない凄い床です。

ドロップダウン

斜め 水平

大臣認定 No.MFN-2543

この床材が当たり前の時代がすぐそこまで来ています。
■限りなく天然木に近い｢究極の木質感｣を実現。
　メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾 12 種の木目柄で多彩なデザイン。

　今までのラミネートフロアではできなかった究極の木質感です。

■耐摩耗性に優れた表面シート
　特許の表面保護技術（チタン X）が、こすれやキズから床を守ります。

　（チタン X＝酸化アルミニウム粒子の保護層のマルチレイヤー技術）

■高密度繊維板【HDF】
　高密度HDF はMDF の 1/3 の伸縮率。

　高硬度のため耐衝撃性や耐水性に優れています！

■バランスフィルム
　裏面には防湿性と形状安定性を高めるバランスシートを採用！

■パーフェクト・フォールド (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！

①耐摩耗性に優れた表面シート＋チタンＸ
②メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾
③高密度繊維板【HDF】
④バランスフィルム
⑤パーフェクト・フォールド

①

②

③

④
⑤

ナチュラルオーク
L0301-01804

床材の常識が変わります！
ヨーロッパ・スタンダード

【パーフェクト・フォールド】国際的な特許のクリック式施工システム
｢ノリ｣｢クギ｣を使わない置き敷き施工で、従来のクリックタイプのラミネートフロア
と比較しても早く施工ができます。この動画をＱＲコードよりチェック頂けます。→
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ペルゴフロア
クラシックプランク
レジスターエンボス
1200×190mm　/　4-Variation

シルバーオーク
L0301-01807
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●面取り無し
●短辺・長辺両サネ形状

X-X’ 断面図

Y-Y’ 断面図平面図

【パーフェクト･ホールド】
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m

190mm
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・厚さ８×幅１９０×長さ１２００ (mm)
・１ケース（７枚入り）＝１.６０㎡ ( 約０.５坪 )　
・ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。

【レジスターエンボス】
ベルギーからやってきた最新の表面シート加工技術で

節や木目の流れるような凹凸感を
忠実に再現しています。

日本初上陸！

PERGO
CLASSIC Plank

ナチュラルオーク
L0301-01804

１枚タイプ

PERGO
CLASSIC Plank

シルバーオーク
L0301-01807

１枚タイプ

PERGO
CLASSIC Plank

ナチュラルソウカット
オーク
L0301-01809

１枚タイプ

PERGO
CLASSIC Plank

サーモオーク
L0301-01803

１枚タイプ
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図　面　
Drawing Drawing
図　面

■階段①（階段取付け先行の場合）

■玄関框部

■床下収納庫

■引き戸枠部の納まり①

■開き扉部の納まり

■引き戸枠部の納まり②

■サッシの納まり ■吹き抜け部　下枠の納まり

●縦枠下のクリアランスを確保する上で、フロアを張った後に縦枠を取り付ける
　ことをお勧めします。
●フロアを縦枠取り付け後に施工する場合は、縦枠の下部にてクリアランスが
　確保できる様に、縦枠を 10mm程度浮かせて取り付けてください。
●各居室の入口部は T型床見切にて縁を切ってください。

■階段②　( 床施工先行の場合 )
●床を施工後に階段を取り付ける場合、
　階段の側桁を壁に固定して、床に荷重
　が掛からない様に施工してください。
　床に荷重が掛かると、フロアの動きを
　阻害することとなりますので、床鳴り
　や浮きの原因となります。

各メーカーによって内枠の厚みが異なるものと
思いますので、指定の厚みに納まる様に合板等
をフロアに張って内枠内に収めてください。
合板等との接着においては、ウレタン系の接着
剤を使用してください。内枠(収納庫蓋)の下に、
9mm合板等を張るとより強固になります。
フロアは通常の施工となりますが、外枠部内に
てクリアランスを確保してください。
内枠内においてはクリアランスを確保する必要
はありません。( 枠内にて可動防止のため。)

●引戸の下枠がある場合、下枠との境部分には L型床見切を取り付け、クリアランス
　を確保出来る様にしてください。
●下枠に若干の被り部位があるタイプのメーカー品がありますが、被り部分が小さい
　ので、有効なクリアランスとはなりませんので、必ず L型床見切にてクリアランス
　を確保してください。

●高さ 10mmもしくは 5.5mmベニア 2枚重ね等のスペーサーを用い
　て、そのスペーサーにレールプレートを固定する様にしてください。
　レールプレートの下でフロアの伸縮が出来る様にしてください。

●レールプレートの下部に 12.5mmの合板をスペーサーとして捨張りし、
　その両端に L型床見切りを取り付けます。L型床見切にてクリアランス
　を確保し、レールプレートを上からかぶせます。

ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 ) ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＬ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＴ型床見切 ( 樹脂 )

ペルゴＴ型床見切 ( 樹脂 )
ペルゴフロア８ｍｍ

ペルゴフロア８ｍｍ ペルゴフロア８ｍｍ ペルゴフロア８ｍｍ

ペルゴフロア８ｍｍ

ペルゴフロア８ｍｍ

ペルゴフロア８ｍｍ

ペルゴフロア８ｍｍ

合板 12mm 合板 12mm
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注意事項　
Test Results NOTICE
試験データ

【搬入・施工時の注意】
ペルゴフロアは、角が傷つきやすいため、搬入中・施工中の荷扱いには十分注意してください。
傷ついたまま施工すると目違い、欠けの原因になりますので取り除いて施工してください。

【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。下地の不陸は 1ｍに対して±1.5mm以下に調整してください。
下地が悪いと床鳴りやサネ割れ、フロア同士の隙間が発生する原因になります。スラブ以外の下地には必ず 12mm以上の合板を施工してください。
根太の上に直接フロアは施工できません。畳の上やカーペットの上の施工は避けてください。ただし、毛足の短いタイルカーペットの上からは施工できます。
ペルゴ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。

【シートの敷き込み】
下地とフロアの間に、不陸調整のための『クッションシート』または『テュプレックスシート』を必ず敷いてください。シートは下地に固定せず、シート
どうしを重ねないようにして突きつけ、養生テープで留めてください。シートを敷かなかったり、重ねて施工したりすると不陸調整できず床鳴りの原因に
なります。

【フローティング工法】
ペルゴフロアは必ず『フローティング工法』（置き敷き工法）で施工してください。下地への『ノリ』『クギ』は使用しないでください。

【クリアランスの確保（突きつけ禁止）】
ペルゴは温度・湿度により伸縮します。そのためすべての方向に『クリアランス』（調整幅）が必要です。クリアランスの適正幅は８ｍｍ以上です。
クリアランスを確保しない場合や突きつけにした場合、フロアの浮きや床鳴りの原因になります。

【最大スパン】
フロアを貼る最大スパンは、長さ 1３ｍ×幅 1３ｍです。それを超える場合には、途中に『Ｔ型床見切』を使用してクリアランスを確保してください。
確保しないと浮きや床鳴りの原因になります。

【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を起こして表面欠けが発生します。
②ペルゴをはめ込む場合はあて木を使い、適正な角度で軽くフロアの側面を叩くようにしてください。
　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。特に短辺のサネ部は、はめ込みが甘くなりやすいので 1列敷いたら
　施工キットに同梱されている引き寄せ工具を使用して引き寄せを行ってください。目違いや隙間があると欠けや床鳴りが発生します。

【重量物への対応】
重量物がある場合には、重量物の際（きわ）でＬ型床見切で『縁切り』をおこないクリアランスを確保してください。
重量物の目安＝㎡当り 350kg を超えるもの（アップライトピアノ相当）

【ビス固定の注意点】
ビスをフロアに固定する場合（クローゼットの下枠やレール、ドアストッパー、サッシ下枠など）、外周部と同じクリアランスが確保できる下穴をフロアに
空けてから下地にビスを留めるようにしてください。直接ビスでフロアを固定すると突き上げ、床鳴りの原因になります。

【接着剤を使用する特例】
ストーブや温風ヒーターなど温風が直接フロアにあたる場所には、短辺のサネに白ボンドを塗布してください。
温風のあたるところでサネに接着しない場合にはフロアの収縮により隙間が発生し床鳴りの原因になります。

【床暖房への対応】
床暖房を使用する場合には床暖房の下地に 12 ㎜の捨て張り合板を必ず敷いてください。
床暖房とフロアとの間に必ずテュプレックスシートを敷いてください。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。
高温での使用はフロアのサネ部に隙間が発生する原因になります。

【防水処理】
フロアの切断面は防水処理がされておりませんので、水分が多い場所（脱衣場と風呂場の間、サッシが結露する場所店舗の入口、トイレの便器の廻りなど）
にはフロア切断面に防水シーラーを施してください。床表面に水をこぼした際は放置せず速やかにふき取ってください。そのままにしますと膨張、表面は
がれの原因になります。

【その他の注意事項】
ペルゴ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。
掃除などの際、床に水を撒かないでください。通常のお手入れは、かた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、後からワックスの成分がはがれる場合があります。

『類似粗悪品がございますので御注意下さい。』
『以上の注意事項を守らなければ保証の対象となりません。』

ペルゴフロアの取り扱い・施工方法について注意事項をまとめました。なお、詳しくは『ペルゴフロア施工ガイド』（別紙）をご参照ください。
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