WOODEN FLOOR
超高級小巾シリーズ

color variation

アルバハウジング

床材

標準仕様

硬質耐水フロア (ＨＡシリーズ )
★ 床暖房と組み合わせると…
頭寒足熱で理想の暖房を実現。
床からの輻射熱と足元から伝わる伝導熱とで理想的な効果が得られるます。
空気を汚さない健康的なクリーン暖房で、熱源が電気や温水ですので、室内
の空気がほとんど汚れません。
しかも、空気が乾燥せずに、のどを痛めやすい

ピュアホワイト

方やお子様にも優しい暖房です。お子様、お年寄りにやさしい床暖房。

（ＨＡ１）

火を使わずに室内を暖めるので、お子様お年寄りの居られるご家庭でも安心
してお使いして頂け、
スペースが有効に使えます。
床暖房は床下に暖房器が隠れてしまうので、室内スペースを広く有効に使えます。
床暖房は、
ガスと電気の２タイプをご用意しております。詳細は、オプションページ
をご覧下さい。

【床暖房】
足元から暖めるため、
室温は全体的にほぼ
一定です。

【対流式暖房】
暖まった空気が天井
に逃げてしまい、足元
が冷えがちになります。

標準仕様

参考イメージ：ピュアホワイト

高級銘木フロア「 桜 」 耐水床暖房最適フローリング (ＡＡ・ＡＳシリーズ )

木質フローリング

ナチュラルメイプル

ナチュラルチェリー

（ＡＳ２）

（ＡＡ１）

ライトチェリー

ミディアムチェリー

アンバーチェリー

ダークベンゲ

（ＡＡ２）

（ＡＡ３）

（ＡＡ５）

（ＡＡ９）

性能

ホワイト
（ＡＡ０）

＋

参考イメージ：ダークベンゲ

color variation

８色

参考イメージ：ナチュラルメイプル

◆ 特許登録製品（特許第3497437号）
アール溝ほんざね製品は特許庁長官より、
平成15年11月28日に特許が正式に許可に
なりました。

◆ 床暖房フロアに最適です。
電気カーペットもOK！
熱による反り、隙間、段差の変化量は最上級の
成績書があります。

参考イメージ：ライトチェリー

◆ 天然木ムク以上の耐久力
UV塗装10回塗り。台板の硬さ2倍。接着強度30年
保証。屋外用完全耐水特類合板を用いています。
VOC対策完璧。

◆ 非常に硬くて美しい
傷がつきにくく、
ワックスがけ不要。車イス、玄関、
ホール、キッチンに最適。

参考イメージ：ミディアムチェリー

参考イメージ：アンバーチェリー

◆ 品確法（最上ランク）を保証
耐摩耗JAS試験で5,000回転に合格し、従来品の
4〜5倍の耐用年数となります。

◆ 東京ガス・大阪ガス・東邦ガス推奨品
東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス
株式会社の商品仕様規格と厳格な物性試験に合格、
3社のガス温水式床暖房工法の推奨フローリングに
指定されました。※東京ガスは、AA、ASシリーズを推奨しています。

ＨＡシリーズ

特徴

ＡＡ・ＡＳシリーズ

床材

参考イメージ：ナチュラルチェリー

化学物質ホルムアルデヒド放散量が
極めて少ないため人の健康と長寿を
応援するフロアです。

幅 150 ㎜タイプ

・製品仕様を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
・製品の色は印刷の為、実物とは多少異なります。
・当パンフレット掲載の記事、写真、
イラスト等の無断掲載・複製を禁止します。

カラーバリエーション

参考イメージ：ホワイト

S75160700̲HVS3̲1

３Pタイプ

時を経るほどに深みを増す紅褐色のやわらかな木肌。
木目のゆらぎ、ガムポケットが自然の趣を高める。

Black Cherry
品番

イメージ写真

キャラクター

税抜 ¥33,500/梱(¥10,160/㎡)

時を経るほどに渋みを増す重厚で高級感ある色・艶。
変化に富む深い色合いの木目が風格ある表情を生む。

Sycamore

Black Walnut

品番

シカモア

HVS30047M

税抜 ¥33,500/梱(¥10,160/㎡)

品番

ブラックウォルナット

HVS30002NM

税抜 ¥33,500/梱(¥10,160/㎡)

女性的なやさしさを感じさせるおだやかな木目と。
ほのかに光る照りの表情がやわらかな空気感を。

Hard Maple

Oak

Birch

ハードメイプル

HVS30017M

税抜 ¥31,500/梱(¥9,550/㎡)

Technology

性能

天然 木にはひとつひとつ違った表 情があり、
色合い・木目の幅・形の多様さなど 様々です。
そうした豊かな表 情をバランス良く組み合 わせることで 、
天然 木ならではの深く、
飽きのこない味わいが 生まれてきます。

ガムポケット（やにつぼ）

古来、王侯貴族に珍重されたカーリー杢のシカモア。
見る角度で表情を変える絹のきらめきと繊細な木肌。

勇気と強さの象徴「キング・オブ・フォレスト（森の王）」。
しっかりした木目、特徴的な柾目の斑紋が正統を印象づける。

天 然 木 フ ロ ア の キ ャ ラ クタ ー

バーズアイ（鳥眼杢）

ライブナチュラル

光を受けて内から淡い光沢を放つ美しい肌色。
やわらかな木目にバークポケットが自然のアクセント

品番

Character

HVS30048M

ブラックチェリー

【サイレックスα塗装】

【サイレックスα塗装】

バークポケット（入り皮）

品番

オーク

HVS30005M

税抜 ¥31,500/梱(¥9,550/㎡)

耐落下傷・耐キャスター傷・耐静荷重傷

品番

バーチ

HVS30049M

床暖房対応

税抜 ¥31,500/梱(¥9,550/㎡)

３ P タイプ

Design

デ ザ イン

化 粧 突き板と合 板の間に
「 硬 質 パワーシート」
を複 合 することにより、
従 来の木 質フロアと比 べ 床のライフスタイルを長くします 。

耐落下傷

ニューフォル テ 構 成

寸 法：厚み1 2×巾3 0 3×長さ1, 8 1 8 ㎜
梱包 入り数：６枚（１坪 = 3 . 3㎡ ）入

耐キャスター凹み傷

耐静荷重傷

■ 3Pタイプ

溝巾約100㎜ピッチ
101㎜

サイレックスα塗装
突き板
カーリー杢（縮 み 杢）

ミネラルストリーク

硬質パワーシート

経年変化

基材（合板）

1,818
食器を落としても凹み
キズがつきにくい！

キャスター付き家具の移動に
よる凹みキズがつきにくい！

椅子に座って傾いても
脚跡がつきにくい！

ワックス掛けは必要ありませんが、
希望される場合はワックス掛けが可能です。
ワックス掛け
をされる場合は
「リンレイ製ハイテクフローリングコート」
をご使用ください。
但しワックスを掛

変化前

変化後

銘木単板

フリーワックス
けた場合は、
表面がワックスの被膜になり、
傷の付きにくさや平滑性、
艶が変わるなど、
塗装本
来の性能が発揮できなくなります。

サイレックスα塗装
（耐摩耗・抗菌）
硬質パワーシート
Ｖ溝

12

ピンノット（葉節）

103㎜
99㎜

ヒビワレ防止処理
合板

303

ライブナチュラル

３Pタイプ

