
ラスティック�フェイス�リッチ・Ｊベース�ウォールナット�JRF1YS1-WT

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

時の重なりを感じる、繊細な木肌の風合い。
その深みは、ある意味、インテリアの主役。
木目の織りなす床の質感は高級感があふれ、

洗練された空間をデザインします。

Debut!
（1本溝タイプ） （2本溝タイプ）

天然木フロア



ラスティック フェイス リッチ・Ｊベース（1本溝タイプ） 
JRF1YS1-WT ◯303×1,818×12㎜ ￥35,000/坪（￥10,606/㎡）6枚入

写真はリッチ1本溝タイプ 写真はリッチ1本溝タイプ

ラスティック フェイス リッチ・Ｊベース（1本溝タイプ） 
JRF1YS1-BC ◯303×1,818×12㎜ ￥35,000/坪（￥10,606/㎡）6枚入

ラスティック フェイス・Ｊベース（2本溝タイプ）
JRF2YS1-WT ◯303×1,818×12㎜ ￥33,000/坪（￥10,000/㎡）6枚入

ラスティック フェイス・Ｊベース（2本溝タイプ）
JRF2YS1-BC ◯303×1,818×12㎜ ￥33,000/坪（￥10,000/㎡）6枚入
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◯ 基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
◯ ウォールナット・ブラックチェリー・エルム・セン　厳選した樹種の天然木フロア。
◯ ワックスがけが不要なフロア。

低VOC F★★★★ 複合フローリング（低ホルムアルデヒド）�JPIC-FL57

（1本溝タイプ） （2本溝タイプ）

12㎜厚 捨貼り工法専用 上履用

ラスティック フェイス  リッチ・Jベース（1本溝タイプ） ラスティック フェイス・Jベース（2本溝タイプ）

面取り

面取りV溝

面取り

面取りV溝

■溝・面の位置（1本溝タイプ）

■断面図（㎜）

■溝・面の位置（2本溝タイプ）

■断面図（㎜）

＜縦・横V溝＞�＜短辺スキップ面取り＞ ＜縦・横V溝＞�＜短辺スキップ面取り＞

303

国産材合板

12

高密度MDF 303

国産材合板

12

高密度MDF釘留めによる表面の釘跡が
出にくい実形状を
採用しています。

釘留めによる表面の釘跡が
出にくい実形状を
採用しています。
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［ウォールナット］ ［ブラックチェリー］



写真は2本溝タイプ 写真は2本溝タイプ

ラスティック フェイス リッチ・Ｊベース（1本溝タイプ） 
JRF1YS1-EM ◯303×1,818×12㎜ ￥35,000/坪（￥10,606/㎡）6枚入

ラスティック フェイス リッチ・Ｊベース（1本溝タイプ） 
JRF1YS1-SN ◯303×1,818×12㎜ ￥35,000/坪（￥10,606/㎡）6枚入

ラスティック フェイス・Ｊベース（2本溝タイプ）
JRF2YS1-EM ◯303×1,818×12㎜ ￥33,000/坪（￥10,000/㎡）6枚入

ラスティック フェイス・Ｊベース（2本溝タイプ）
JRF2YS1-SN ◯303×1,818×12㎜ ￥33,000/坪（￥10,000/㎡）6枚入
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ラスティック フェイス
リッチ・Jベース（1本溝タイプ）

ラスティック フェイス・
Jベース（2本溝タイプ）

ナチュラルハードコート仕上げ
天然木の自然な風合いを活かし、低艶で塗装感のない仕上りと
しながらも耐久性のある塗装です。

基 材 高密度MDF＋国産材合板

表 面
天然銘木単板 ウォールナット、
ブラックチェリー、エルム、セン

表面仕上げ 抗菌処理、ナチュラルハードコート仕上げ

寸 法 303×1,818×12㎜

梱 包 入 数 6枚入（1坪）

※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

ナチュラル
ハードコート

天然銘木単板

高密度MDF

国産材合板

※�天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。�※�天然木のため、突板樹種によっては塗装表面に木目に沿った凹凸が入ることがあります。

指定の施工方法を必ずお守りください！ 注意
このフロアは捨貼り工法専用です。根太、置き床への施工はできません。
指定以外の施工および接着剤の使用は、床鳴り・反り・突上げ・目隙等の原因になります。詳細については、施工説明書をよくお読みください。

■1 接着剤 塗布位置（指定以外の接着剤は推奨できません）

� ◯合板下地材は乾燥した合板（含水率14％以下）を使用　◯接着剤太さ：6㎜幅以上���◯接着剤は塗布後、15分以内にフロアを貼り付け・釘打ちまでおこなってください。
◯フロアは予め色合わせをして全体のバランスを考えて、割付けをおこなってください。　◯光のあたる箇所とあたらない箇所で色差が生じますので、必ず床全面を養生してください。

※詳細については施工説明書をご覧ください。床暖房施工については床暖房用施工説明書をご覧ください。

■2 フロアネイルまたはステープル打込み位置
■ 指定接着剤（ウレタン系接着剤）

フロアネイル
またはステープル
38㎜以上
303㎜ピッチ以下
長手：
7本以上/6尺
短手：
2本以上/1尺

■ 指定接着剤（変成シリコーン系接着剤） フィニッシュネイルは
使用しないでください

ここにも
必ず打つ！

303㎜以下303㎜以下

フロア幅の端から端まで塗布フロア幅の端から端まで塗布

150㎜

150㎜150㎜

隣のフロアから20㎜以内に塗布

ここも塗布！

ここも塗布！

フィニッシュネイルは
使用しないでください

ここにも
必ず打つ！

303㎜以下303㎜以下

フロア幅の端から端まで塗布フロア幅の端から端まで塗布

150㎜

150㎜150㎜

隣のフロアから20㎜以内に塗布

ここも塗布！

ここも塗布！ノダ　フロア用接着剤：FP-B06
コニシ株式会社：KU-928C-X
オート化学工業株式会社：
オートンアドハー 8500
アイカ工業株式会社：JW-400シリーズ

コニシ株式会社：床美人
セメダイン株式会社：フロアロック110
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［エルム］ ［セン］

！



※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。 1805

http://www.noda-co.jp ネット検索は… ノ ダ

◆ノダの最新情報やお役立ち情報をご提供します。◆株式会社ノダ　ホームページのご案内

〒111-8533 東京都台東区浅草橋5-13-6（三朋ビル）
0120-51-4066（お客様相談室）

ウォールナット エルム

銘 木 単 板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。

天 然 木は 光の影 響により、あじわい深い色に変化します。

上り框・付け框 ※ラスティック フェイス対応

上り框
ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ
ト
対
応

RFA-10WT
RFA-12WT
RFA-13WT

◯1,950×120×70mm
◯1,950×150×90mm
◯2,950×150×90mm

¥30,000
¥34,000
¥53,000

ブ
ラ
ッ
ク
チ
ェ
リ
ー
対
応

RFA-10BC
RFA-12BC
RFA-13BC

◯1,950×120×70mm
◯1,950×150×90mm
◯2,950×150×90mm

¥30,000
¥34,000
¥53,000

エ
ル
ム
対
応

RFA-10EM
RFA-12EM
RFA-13EM

◯1,950×120×70mm
◯1,950×150×90mm
◯2,950×150×90mm

¥30,000
¥34,000
¥53,000

セ
ン
対
応

RFA-10SN
RFA-12SN
RFA-13SN

◯1,950×120×70mm
◯1,950×150×90mm
◯2,950×150×90mm

¥30,000
¥34,000
¥53,000

■ 節・突板の色調（色柄のバラツキ） ■ ガムポケット・突板の色調（色柄のバラツキ） ■ 入り皮・突板の色調（色柄のバラツキ） ■ 縮み杢・突板の色調（色柄のバラツキ）

写真は代表的な例であり、天然木には自然素材ならではの様々なキャラクターや木目による風合いがあります。
ご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

ワックス不要：ワックスがけについて
◦弊社通常塗装品と比べ、キズ・汚れ等がつきにくくなっています。
ワックスがけをしなくても日頃のお手入れで充分です。
◦日頃のお手入れはゴミやほこりを取り除き、乾いた雑巾やモッ
プで拭いてください。乾拭きで落ちない汚れは、固く絞った雑
巾で汚れを拭き取ってください。また、汚れに応じて中性洗剤
やアルコール等を使用して拭き取ってください。
◦キズがついてしまった場合や軽微なツヤムラがある場合、また
長期的にご使用後は下記ワックスを塗布してください。
　（株）リンレイ：ハイテクフローリングコート
　ワックスがけされますと、フロア表面の艶・手触り感等の美観
は本来の製品とは異なり、またフロア表面がワックスの性能に
なりますので、ご理解の上ワックスを塗布してください。

水ぬれ・湿気のご注意
※�フロアの表面化粧単板は水分により変色する場合があります。樹種により顕著に発生することがあり
ますので湿った下地には絶対に施工しないでください。
※結露または湿気の多い環境での施工は、結露対策をおこなってください。

ワックス
不要

ご注意
◦�光のあたる箇所とあたらない箇所で色差が生じます。
◦�コンクリートころばし根太、ネダフォームでの施工は避けてください。その他の工法への対応については、
弊社までお問い合わせください。

◦�耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状等の条件によってはキ
ズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。
◦�キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
◦�球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
◦�屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがありま
す。付着した土砂はよく取り除いてください。
◦��窓際等で長時間直射日光があたりますと、床表面に日焼けによる変色やクラック（ひび割れ）が起きる場合があり
ます。カーテンやブラインド等で遮って、直射日光からフロアを保護してください。尚、直射日光があたりやすいカーテ
ンやブラインドの下部は、フロアの種類に関わらず著しい変色やクラック（ひび割れ）が生じる場合がございます。
◦�水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。経過時間によりシミ・色落ち等
の原因になります。
◦電気カーペットをご使用の際は、長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれ
がありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。
　ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
◦床暖房へのご使用の際は、加熱による乾燥で木材が収縮し、すき間が発生するおそれがあります。
◦�床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
◦床暖房部分に箱物の家具を置いたり、座布団、布団、カーペットを長時間敷かないでください。こもり熱に
より床表面をいためたり、目隙が発生するおそれがあります。床暖房部分にソファー等を置く場合は、脚付
きの物をご使用ください。

床暖房対応クラックレス耐電気カーペット耐擦りキズ

ワックス不要抗 菌 耐車イス耐 汚 れ 耐凹みキズ

ブラックチェリー セン

変化前変化前 変化前変化前 変化後変化後 変化後変化後

光のあたる箇所とあたらない箇所で色差が生じます。

付け框

RFH-10WT
RFH-12WT
RFH-13WT

◯1,950×120×30mm
◯1,950×150×30mm
◯2,950×150×30mm

¥20,000
¥24,000
¥36,000

RFH-10BC
RFH-12BC
RFH-13BC

◯1,950×120×30mm
◯1,950×150×30mm
◯2,950×150×30mm

¥20,000
¥24,000
¥36,000

RFH-10EM
RFH-12EM
RFH-13EM

◯1,950×120×30mm
◯1,950×150×30mm
◯2,950×150×30mm

¥20,000
¥24,000
¥36,000

RFH-10SN
RFH-12SN
RFH-13SN

◯1,950×120×30mm
◯1,950×150×30mm
◯2,950×150×30mm

¥20,000
¥24,000
¥36,000

ウォールナット エルムブラックチェリー セン




