
JIS認証取得状況

ISO規格の区分
2010年版改正による分類 　（　）内は掲載ページ　

区分 種　類 記号 認証番号 分類に該当する商品名【JIS認証取得品】

コンポジション

床タイル

接着形

コンポジションビニル床タイル KT TC0308167

●Ｐタイル（48） ●ピサロンコリンズ（54） ●ニューソフトン（56）
●パルティ（58） ●ドルチェ（60） ●ドルチェクローマ（62） 
●ナチュライン（64） ●パサージュ（65） ●ウッドクラフトEサイズのみ（70） 
●モルタライク（72）

ホモジニアス 単層ビニル床タイル TT TC0308167 ●モノシュタイン（74）：国内初、国内唯一の単層ビニル床タイル《TT》

ヘテロジニアス 複層ビニル床タイル FT

TC0308169
●ジニアス（76） ●マッキレーネ〔石目調Eサイズのみ（110）〕 ●カルラージュ（112） 
●カルラージュメタル（112） ●ブランシュ（113）

TC0309001 ●ウッドライン〔Ｅサイズのみ（89）〕 ●マティル〔Ｅサイズのみ（92）〕

̶ 置敷形

置敷きビニル床タイル FOA

TC0308169 ●レイフラットタイル LF-5000（248） ●レイフラットタイル LF-2000（250） ●耐薬レイフラットタイル LF-9000（251）

TC0309001 ●レイフラットタイル LF-3000（244）〔500mm×500mmのみ〕

薄形置敷きビニル床タイル FOB ̶ ̶

ホモジニアス

床シート

発泡層なし

単層ビニル床シート TS ̶ ̶

ヘテロジニアス 複層ビニル床シート FS

TC0308167

●パーマリューム（132） ●パーマリューム マーブル（134） ●パーマリューム モンテ（136） 
●パーマリューム フィラーレ（138） ●パーマリューム ピエトラ（140） ●パーマリューム ストリート（141） 
●パーマリューム マーブルEM（142） ●マジェスタ（144） ●タフゾーン（152） 
●飛白（154） ●スーラズ プリンスEM（156） ●消臭ウェルクリーン（158） 
●SRシート2800（277） ●タイヤクフロア・グラン（288） ●タイヤクフロア・MDⅡ（289） 
●導電フロア・DS（290） ●導電フロア・LE（291） ●セイデンフロア（292）

TC0315008
●ビュージスタGRAN（254、255） ●ビュージスタMULTI（256、257、258、259） ●ビュージスタSAND（260、261） 
●ビュージスタPLUS（262、263、264、265） ●ビュージスタAQUA（272） ●クリンセフ（278） 
●クリナ（279）

発泡ヘテロジニアス

発泡層あり

発泡複層ビニル床シート HS TC0308167
●メディウェル（160） ●ACフロア 木目シリーズ（164） ●ACフロア リノリウムパターン（166）
●ACフロア ファブリックパターン（167） ●ACフロア サンド（168） ●ACフロア カラー（169） 
●ACフロア クラシックマーブル（170） ●ACフロア 籐（171）

クッションフロア クッションフロア KS ̶ ̶

種　類 認証番号 分類に該当する商品名【JIS認証取得品】

タイルカーペット QT0606001
●タピス テッセン（187） ●タピス セレクトRX（188） ●タピス ファイン（190） 
●タピス セレクト（192） ●タピス OA（236）

※JIS未認証商品でも公共建築工事標準仕様書「タイルカーペット第一種適合品」があります。詳しくは、383ページをご参照ください。

■　表1　JIS A5705 ビニル系床材　規格改正前後の種類・記号と該当商品名対照表

■　表2　JIS L4406タイルカーペット　該当商品名

は、相対する分類を表します

は、分類する上での基準

補足　バインダー：樹脂･可塑剤･安定剤を合せた配合の呼称、凹み値：単位はmm（20℃）。

複層品  バインダー30%以上

単層品  バインダー30%未満

単層品  バインダー30%以上

厚  4mm以上 

厚  4mm未満  

単層品

複層品

密度650kg／m3以上

密度650kg／m3未満
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2018年9月現在

当社床材のうち認証取得していない商品もございますがこれらの商品はその性能が劣るため取得できないのではなく、該当する規格がない、生産量が少ない等の理由によるものです。

●商品名称を一部略称表記しています。

種　類 商品名

リノリウム・ゴム系床材
ニードルパンチカーペット
巾木・腰壁材
その他

●マーモリウム類（172）　●コントラックECO（238）　●PPカーペット／PPCラバー（239）　
●ビュージスタステップ類（266）　●ガイドタイル類（298）　●シンセテックソフトⅡ（302）　
●腰壁ガード（306）　●エッジバー（308）　●ミニモール（310）　
●ソフト巾木類（312）　●木調巾木（312）　●ガード巾木・AC（315）等

下地補修材
メンテナンス剤

●ポリッシュ／クリーナー／リムーバー（331）　
●フラッター類（338）　●荷重床用強化材類（339）

■　表3　JISによる規格値の存在しない床材・部材等
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