










床にしっかり固定！

ファブリックフロア裏面の吸着加
工は、貼ったり剥がしたりを繰返
しても効果が持続する独自技術
です。つまずきの原因となる端部
の反りも防ぎます。

ファブリックフロアの大きな特長は、床にしっかりと固定できる吸着加

工。走ったり跳びはねたりした時のカーペットのずれや滑りを防ぎます。

クッション性が高く、転んでしまった時の衝撃を和らげるので、子どもだ

けでなく年配の方にもおすすめです。

安心して子どもたちを遊ばせてあげられるわ

P.12もっと詳しく！
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ป้องกันอันตรายจากการหกล้ม 

ลดการกระแทก

ด้านหลังของแผ่นพรมมีแถบกันลื�น
ทำให้แผ่นพรมไม่มีการขยับ

ลักษณะเด่นของ Fabric Floor คือมีแถบกันลื�นอยู่ด้าน
หลังทำให้แผ่นพรมยึดเกาะกับพื�นได้ดี ทำให้ป้องกัน
การลื�นล้ม และยังช่วยให้การกระแทกเบาลง

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ 

Fabric Floor แถบกันลื�นด้าน

หลังจะคงประสิทธิภาพเช่นเดิม

ไม่ว่าจะลอกออกสักกี�ครั�งก็ตาม
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あーあ、
こぼしちゃった…

PHOTO:AK2602

さっと
手洗い！

大きなカーペットは汚してしまった時の掃除が大変！ファブリックフロアは

タイル状なので、汚れたところだけ取り外せて、ご家庭で手洗いできます。

万が一傷んでしまっても、部分的に貼替えれば見た目が元通りになるところも

ポイント。気を遣わずに使えるので、子どもがいるご家庭には特におすすめです。

こぼしても怒られなかったよ！

そーっと
そーっと…

大丈夫？
こぼさないでね？！

1. 汚れが付きにくい 2.ひどい汚れは
 薄めた中性洗剤で「防汚」マークの付

いた商品は、汚れが
付きにくく、汚れて
も落としやすい加工
が施されていて、掃
除もラクラクです。

中性洗剤をごく少量混ぜた水を
使って、スポンジなどで洗いま
しょう。ファブリックフロアのス
ペアがあれば、お手入れ中に貼
替えができて便利です。

P.13もっと詳しく！
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หมดกังวลกับคราบสกปรกเลอะเทอะ

เพราะสามารถล้างทำความสะอาดได้

การทำความสะอาดพรมเป็นเรื�องที�ยุ่งยาก แต่ Fabric
Floor เป็นพรมแบบแผ่น จึงสามารถล้างทำความ
สะอาด เฉพาะจุดที�เปื�อน หรือเปลี�ยนใหม่เฉพาะแผ่น
ที�เสียหาย เหมาะสำหรับครอบครัวที�มีเด็ก

�) สินค้าจากประเทศ

ญี�ปุ่นที�มีสัญลักษณ์นี� 

หมายถึงยากต่อการ

เปรอะเปื�อน

�) คราบสกปรกหนักๆ

สามารถทำความสะอาดได้ด้วย

น้ำผสมผงซักฟอก และถูด้วยฟองน้ำ
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1.ニオイを吸着して消臭します！

2.ペットにまつわる悩み
    BEST５を解決できます！

ペット臭のほか、生活四
大悪臭を消臭する「エア
ファイン」加工商品もご用
意しています。

犬や猫は、ツルツルと滑るフローリングがとっても苦手！床をうまく

踏みしめられず股関節を痛めてしまったり、骨や骨格に影響が出た

りするなど、ケガのもとになることがあります。ファブリックフロア

なら大切なペットの体を守ります。

ツルツル滑らなくて嬉しいワン！

すべりにく
いワン！

抜け毛の掃除がしにくい

ペットが滑って危ない

爪で床に傷が付く

食べこぼし、粗相等の汚れが取れない

ペットが走り回ったときの音が響く

53 ／49 ／ 63

50 ／ 62 ／ 28

43 ／40 ／49

34 ／ 31 ／ 38

24 ／ 26 ／ 23

（全体％）（犬％）（猫％）

1

2

3

4

5

位

位

位

位

位

ペットにまつわる悩み B E S T５  （2012年 東リ調べ）

�犬は「ペットが滑って危ない」、猫は「抜け毛の掃除がしにくい」が
それぞれ１位となっています。

�重複回答有り

�

�犬家猫館  は登録商標です。

P.13もっと詳しく！
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ลดการบาดเจ็บของสัตว์เลี�ยง

และดับกลิ�น

ดีใจจังไม่ต้องกลัวลื�นอีกแล้ว

� ข้อกังวลเกี�ยวกับการดูแลสัตว์เลี�ยง

�) การดูแลความสะอาดขนของสัตว์เลี�ยง

�) อันตรายจากการลื�น

�) ความเสียหายจากกรงเล็บสัตว์

�) อาหารสัตว์ที�มักหกเลอะเทอะ

�) เสียงจากการเดินหรือวิ�งของสัตว์

สุนัขและแมวไม่ชอบพื�นลื�นเป็นอย่างมากเพราะ

ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ แต่ Fabric Floor ช่วยลด

ปัญหาเหล่านี�ได้

�) Fabric Floor ช่วยลดข้อ

กังวลในการดูแลสัตว์เลี�ยงได้

�) ลดการดูดซับกลิ�น 

และสามารถขจัด

ปัญหากลิ�นด้วยระบบ “Air fall in”

jutharat.na
Sticky Note
Completed set by jutharat.na



右足：スマイフィールアタック 350
左足：フローリング
サンプル上で 20 秒静止後、
サーモグラフィで足の裏の体温を測定

�サーモグラフィ写真

カーペットだからこそ、フカフカとした踏み心地＆大人も子どももゴロンと

寝転びたくなる質感にこだわりました。床暖房にも対応しているので、家族

みんなが集まる憩いのスペースづくりにもぴったりです。敷くだけでほんわ

りと暖かい保温性が、団らんやくつろぎの時間に足元を冷えから守ります。

ゴロンとしてたら、うとうと…しちゃう 素足のときもあたたかい質感。

右足 左足

フローリングとファブリックフロアの保温
性をサーモグラフィで比較しました。赤く
なるほど温度が高く、青に近づくほど温
度が低いことを表しています。

PHOTO:FF2401/FF2406

PHOTO:FF2401PHOTO:FF2401 PHOTO:FF2401

ごろごろごろ…

ふわ
ふわ～

気持ちいい～

P.13もっと詳しく！
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สัมผัสที�อ่อนนุ่ม
ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

สัมผัสที�อ่อนนุ่ม จนคุณอยากล้มตัวลงไปนอน พื�นที�

ที�นุ่มอุ่นสบายช่วยสร้างบรรยากาศที�ผ่อนคลายให้

กับทุกกิจกรรมในบ้าน

ภาพเทอโมกราฟฟี� แสดงให้เห็นว่า

เท้าที�สัมผัสบน Fabric Floor จะไม่มี

การสูญเสียอุณหภูมิ ทำให้รู้สึกสบาย

ไม่เย็นเท้า

Fabric Floor Normal Floor

jutharat.na
Sticky Note
Marked set by jutharat.na
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掃除機をかけて、効率よくゴミ、ホコリを取りましょう。

月に1回の拭き掃除でカーペットをきれいに保ちましょう。

ファブリックフロアのお手入れの基本は、掃除機をかけること。毛足の中に入り込んだホコリや小さなゴミ、
さらにダニまで取り除くのに最適な方法です。掃除機の効果をもっとアップさせるために、効率的なかけ方をご紹介しましょう。

ファブリックフロア全体が薄汚れているようなら、拭き掃除がおすすめです。
月に1回くらいの拭き掃除で、カーペットをよりきれいに保つことができます。

週に2回のお手入れ

月に1度のお手入れ

毎日と言いたいところですが、それは大
変。せめて1週間に2回は掃除機を丁寧に
かけましょう。まず粗ゴミを取り、汚れなど
を点検しながら、ホコリを吸取ります。

自のどなバンル �
動掃除機にも
対応。ずれ・めく
れもなくスムー
ズにお手入れ
できます。

週に2回かける

まずは固く絞った布で水拭きします。

汚れが落ちないようなら、中性洗剤を水に溶かして使います。

一通り拭き終えたら、お湯につけて固く絞った布で洗剤を拭取ります。

最後に乾いたきれいな布で、から拭きします。

掃除機は、ファブリックフロアの毛並みと逆
方向にかけます。毛を起こし、毛足の根元の
空気の通りをよくして、ゴミを吸取ります。
上から押さえつけると、かえってゴミが取れ
ません。

1平方メートルあたり
20秒が基本

1
2
3
4

拭き方のコツ

ダニ対策として、1平方メートルにつき20秒
はかけましょう。これで、ダニやその死骸、ダ
ニのエサなどがかなり吸取られます。とくに
人がよく歩いたり、座ったり、物を食べたり
するところにホコリが溜まり、ダニが集まり
やすくなります。ホコリの溜まりやすいとこ
ろを意識して、掃除機をかけてください。

逆目にかける

からみついた毛髪や糸クズは取れにくいも
の。こんな時は粘着テープを使うと、きれい
に取れます。

取れにくい糸クズなどは
粘着テープで

まずファブリックフロアの毛並みに沿って、次は
毛並みに逆らってと、いろいろな方向へ力を入れ
て拭きます。布は、常にきれいな面を使うように
し、こまめにすすぎましょう。

拭き掃除の手順

洗剤の選び方
一般に、住居用や洗濯用の中性洗剤を使います。洗剤が残らないよう、
しっかりと拭取るようにしてください。界面活性剤の入っていないもの
や、水性または植物性のものなら洗剤残りを抑えられます。

20秒／ 1㎡

 

普段のお手入れ
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การดูแลรักษา

การทำความสะอาดด้วยเครื�องดูดฝุ่น

การทำความสะอาดด้วยเครื�องดูดฝุ่นเป็นวิธีที�ง่ายและสะดวกที�สุด ควรดูดฝุ่นอย่างน้อย

สัปดาห์ละ �-� ครั�ง

เครื�องดูดฝุ่นอัตโนมัติช่วย

ให้ทำความสะอาดง่ายยิ�งขึ�น

การดูดฝุ่นให้เดินเครื�องดูดฝุ่น

ย้อนทางกับเส้นขนพรม

ควรเดินเครื�องดูดฝุ่นอย่าง

น้อยตารางเมตรละ �� วินาที 

จะทำให้สามารถทำความ

สะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทปกาวทำความสะอาดในกรณีที�มี

เศษผงหรือด้ายที�เก็บออกยาก

ควรทำความสะอาดด้วยการเช็ด Fabric Floor 

ด้วยผ้าเปียกบิดหมาดเดือนละ � ครั�ง

ขั�นตอนการเช็ดทำความสะอาด

�) เช็ดด้วยผ้าบิดหมาด

�) ถ้ายังไม่สะอาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดอีกครั�ง

�) ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นบิดหมาดเช็ดอีกครั�งหนึ�ง

�) สุดท้ายเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั�ง

การเลือกผงซักฟอก

เลือกผงซักฟอกที�มีค่าเป็นกลาง

วิธีการเช็ด

ก่อนอื�นให้เช็ดย้อนทิศทางกับขนพรม

หลังจากนั�นให้เช็ดแบบทุกทิศทางโดย

เริ�มจากจุดกึ�งกลางออกไปด้านข้างของ

พรมแต่ละแผ่น



 

東リファブリックフロアの敷き方

実際に敷いてみましょう。
デザインを自由にアレンジできて、誰でも簡単に敷くことのできる東リファブリックフロア。
ここでは隙間なくきれいに敷くコツを、ステップごとにご紹介します。

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11

商品を確認する

手元に届いたら箱からファブリック
フロアを取り出し、サイズや色に間
違いがないかご確認ください。

矢印の方向を揃える

並べる方向によって陰影や見え方
が異なります。裏面に印刷された矢
印の方向を揃えておくと便利です。

床を掃除する

しっかりと吸着するように、掃除
機やお掃除シートなどで床のホコ
リやゴミなどを取り除きます。

仮置きする

フィルムは剥がさずに床の上へ仮
置きします。家具とのバランスを
見ながら、位置を決めていきます。

デザインを決める

色の組み合わせや配置など全体
のレイアウトを検討し、板目などに
沿ってまっすぐ並ぶよう整えます。

フィルムを剥がす

レイアウトが決まったら整えた仮
置きの状態から隅の１枚だけを外
し、裏面のフィルムを剥がします。

床に貼付ける

角を合わせて元の位置に置きます。
パイルの巻込みに注意しながら、端
からゆっくりと貼り合わせます。

しっかり吸着させる

しっかりと吸着するように、ファブ
リックフロアを上から押さえます。

06～08を繰り返す

ホコリなどが付かないように1枚
ずつフィルムを剥がし、順番に
貼っていきます。

掃除機をかける

すべてを貼り終えたら掃除機をか
け、細かな繊維の切れ端などを取
り除きます。

完成

できあがり！

模様替え

色や柄の並べ方を変えれば、季節
や気分に合わせたさまざまなアレ
ンジが楽しめます。

S

S
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วิธีการติดตั�ง Fabric Floor

คุณสามารถออกแบบการติดตั�ง Fabric Floor ได้อย่างอิสระ

ตรวจสอบสินค้า จัดทิศทางของลูกศรด้านหลัง ทำความสะอาดพื�น จัดวางแบบคร่าว ๆ

ออกแบบการวาง ลอกแผ่นพลาสติกด้านหลัง วางลงให้ตรงตำแหน่ง แปะให้แน่น

ทำซ้ำขั�นตอนที� �-� รีดด้วยเครื�องดูดฝุ่น เสร็จเรียบร้อย สามารถเปลี�ยนรูปแบบได้อิสระ




