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靴 底 で 感 じる 上 質 。



Once you step in, you will surely notice the quality of the 

carpet, and cannot avoid being amazed. Simplistic solid 

image, but deep texture, and subtle shiny effect which is 

gentle to your eyes. Comfortable feeling your feet are gently 

and firmly supported. Silent effect even the slight footsteps 

can be absorbed. Above all - it is a modular carpet.

Genuine plain color image, where no manipulation can work, 

has been sincerely and elaborately designed even down to the 

invisible part. It cherishes the sense of people staying there, 

and creates a classy atmosphere. Definitely it’s suitable for 

VIP rooms, and any other spaces where you need to maintain 

elegance and gracefulness. Classiest product filled with a deep 

care of carpet master.

一歩足を踏み入れるだけで、誰

もがそのカーペットの本質に気

付き、驚きを禁じ得ないでしょ

う。シンプルな無地に見えながら、奥行きのあ

る質感と目にも優しい艶感。やさしく、しっかり

と足を支える踏み心地。微かな靴音も吸い込

むかのような静音性。そしてなにより、それがタ

イルカーペットであるという事実にー。

ごまかしのきかない無地だからこそ、誠実に丁

寧に見えないところまで本物を目指してデザイ

ンしました。そこに居る人の感覚に寄り添い、

上質な空気感を生み出します。大切な方をお

迎えする場所や、品格が求められる空間に相

応しい〈匠〉の想いを込めたカーペットです。
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至 高 の 空 間 を 創 造 する 、カ ー ペットの 革 新 。
Innovative carpet to create a supreme space.
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風格
細部にまでこだわり抜き、妥協を許さ

ない徹底的な作り込みで、練熟された

意匠性を追求。複数の光沢糸と撚り

の加工を組み合わせ、まるで上質な布

地のように、光に呼応する奥行きや深

みを生み出します。

ふ う か く

穏やかで贅沢な踏み心地が、深い

静謐をもたらします。高いパイル長と打

ち込み密度、独自のフェルトバッキング

によって、包み込まれるような歩行感

に心安らぎ、満たされることでしょう。

上質で主張しすぎないデザインは、あ

らゆる空間と美しく調和します。ふくら

みのある糸を用いることにより、タイル

形状を感じさせない一体感のある空

間美を実現します。

調和
ちょ う わ

静謐
せ い ひ つ

せいひつ

Harmony

Majesty

Tranquility
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PRS101 パールグレイ

PRS102 シャンパンベージュ

PRS103 セピアブラウン

PRS104 バーントアンバー

PRS105 アッシュグレイ

PRS106 チャコールグレイ

染色ならではの表現力
上記6色以外にも唯一無二の
色をお作りいたします。詳しくは
東リ営業所までお問い合わせ
ください。

無地を極めたこだわりの6色。
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PRS101・PRS105・PRS106

名作家具の優美なフォルムにしっくりと馴染み、硬質な金属の質感さえも優しく受け止める。
あらゆる素材の家具や什器とマッチし、本物の丁寧な仕上げを一段と引き立てる。

本物に包まれるよろこび。空間の全てを受け止め、馴染んでいく色彩。
Joy of being surrounded by the real thing. 
Colors that accept everything in the space and fit naturally.
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限りない広がりと開放感。上質な空気をまとって静かにたたずむ。

開放空間にふさわしい一体感。
大切な人をお迎えする場所を、心地よい至高の空間に仕立ててくれる。

Unlimited breadth and a feeling of freedom. Stand still in peace with a classy atmosphere.
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PRS1059



PRS102

ゆっくり流れる時間。目に優しく語りかけ、人に寄り添う。

光に呼応して夜と朝で表情を変えるカーペット。居るだけで気持ちが満たされてゆく。
おつかれさま。いってらっしゃい。まるで家族の声に癒されるように。

My slow-moving time. It talks to my eyes gently, and cuddles me.
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PRS103・PRS104

控えめでありながら、キラリと光るものがある。そこが私らしい。
Modest, but brilliant. �at’s my color.

派手さはないが、細部まで作り込まれたカーペット。
大きなチャレンジのとき、重い決断のとき、いつも足もとから支えてくれる。
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PRS103
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PRS106
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PRS101
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東リ ナイロンタイルカーペットはフッ素系樹脂による防汚加工を施しています。そのため汚れが付き難く、美しさが持続します。また撥水、撥油性能に
優れていますので、水や油などの汚れをはじき、すぐに拭き取ればシミにもなりません。“ナノクリン®”はこれまでのフッ素系樹脂による防汚加工に
特殊ナノ加工が加わり、土砂汚れに更に優れた防汚性能を発揮します。
※中空糸等の防汚糸と呼ばれるものは、汚れを目立たせない性質はありますが、それ自体に汚れをはじく撥水・撥油性能はありません。

使用前
未加工 フッ素系樹脂防汚加工 ナノクリン®

東リの
防汚加工で

特注色も承ります。
染色ならではの自由な色を140㎡～、
納期約3週間でお作りいたします。
詳しくは営業までお問い合わせください。

※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があ
ります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※高パイル長のため、施工時は裏面からカットしてください。
※目地部に基布のホツレが見られる場合、引っ張らずはさみ等を使用し、切り除いてください。
※パイルが目地に巻き込んでいる場合は、千枚通し等でパイルを表面に持ち出してください。
※家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散さ
せるようにして下さい。

※タイルカーペット用アンダーレイシート上には施工できません。

＊Occasionally the direction of cut piles are partly broken in part, which looks like color 
shading. �is is one of the characteristics of cut pile carpets and not a manufacturing defect.

＊Due to its high pile-length structure, the tiles should be cut from the backing during the 
installation.

＊In case you find the fray of base fabric on the joints, please cut off with scissors, instead of 
pulling it out.

＊If the piles are spooled underneath the joints, please take them out to the surface with an eyeleteer. 
＊When you put the heavy stuff such as furniture on the carpet tiles, residual indentation could be 

seen afterward. To avoid that, the bottom board should be inserted to equalize the heavy load.
＊Cannot be installed on the top of UNDERLAY SHEET FOR CARPET TILES.

〈試験内容〉 
未着色品を使用。未加工品、フッ素系樹脂加工品（現行
品）、ナノクリン®加工品を一般的な執務室に5週間施工し、
1日毎に位置をローテーションして汚れ具合を比較。
※試験は未清掃で実施。東リの防汚加工と適切な
　メンテナンスを合わせることで、より美観を維持できます。

price : ¥17,000 /m2 (supply price / tax excluded)   Pricing criteria is different from other standard products.　
Composition : surface BCF Nylon 100% /  backing Polyester Felt        Flame-retardant : Fire Defense Law in Japan Authorized No.E2170223
Specification : pile height 8mm (cut pile) /  overall thickness 15.5mm /  size 500mm x 500mm /  gauge 1/8 /  stitch 11.5 /  Packing  8pcs/ box = 2m2/box　

価格 : 17,000円/㎡（材料価格 税抜き価格）　特殊掛け率商品です。　
組成 : パイル  BCFナイロン100% / バッキング  ポリエステルフェルト　　防炎 : 防炎性能試験番号 E2170223　
規格 : パイル長  8㎜ カットパイル / 全厚  15.5㎜ / 寸法  500㎜×500㎜ 1/8ゲージ  11.5ステッチ / 梱包  8枚/ケース（2㎡）　

特 殊 防 汚

ナノクリンナノクリン
フッ素系樹脂による防汚加工に加え、さらに優れた
特殊ナノ加工を施した“ナノクリン®”が登場。

進化する防汚加工

※特許出願中

特 殊 防 汚

ナノクリンナノクリン

J17-31268

流し貼りを推奨します。
（市松貼りでもお使いいただけます。）

流し貼り 市松貼り

※接着剤塗布量は、一般的な塩ビ樹脂バッキングタイルカーペットの1.5倍が目安です。

エコGAセメント

エコGAセメント

接着剤

60～90g/㎡※

90～150g/㎡※

塗布量目安

ピールアップ
工法

工 法

スチール・プラスチック・
塩ビタイル

乾燥したモルタル・
木造床（合板など）

下 地




