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市場開発部

《日本初上陸！》
塩ビ系床材とは異次元の革新的技術！

PER-LVT-Ver.1 [2017.3]

※仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

ペルゴＬＶＴフロア　【樹脂系フローリング】



①傷、汚れ、摩耗性に優れた表面層（チタン V）
②精巧な印刷デザイン層
③耐久性の高いビニールコア
④ガラス繊維入り安定化層
⑤耐衝撃性の高いビニール・パッキング

床材の常識  が変わります！
ヨーロッパ・スタンダ    ード

VINYL

ブラックスキバロスレート
V2120-40035

 「ペルゴ LVT フロア」は、   厚さ 4.5mmの、カッターで切断で
きる樹脂系フローリング    です。多くの塩ビ系床材とは異なり、
置き敷き工法のため、施     工・撤去が容易で、熱による伸縮が
ほとんど無く、床暖房に　も対応出来る高機能な床材です。

●ペルゴＬＶＴフロア   の特長

１: 表面保護技術（チタ  ンＶ）による、高い耐久性。

２: 国際的な特許｢パ ー   フェクト・フォールドＶ｣による、
　  置き敷き簡単施工。

３: 最新の表面加工技   術による、優れたデザイン。

４:６０℃環境下で伸縮    せず、床暖房に対応。

■構造と機能

■熱で伸びないから、　　床暖房に最適です。
コア層には不純物や再生塩    ビを含まない純粋な
ＰＶＣを使い、尚且つ、極　めて微細なガラス
繊維を含ませることで寸法　安定性が飛躍的に
向上し、60℃の環境下でも　熱による伸縮がほ
とんどなく、床暖房に対応　しています。

床暖房をご使用中のお客様は、フロアと床暖房パネルが接着されている場合が多く、床リフォームの際に工事が
大掛かりになってしまうことがあります。ペルゴ LVT フロアは置き敷きで既存フロアの上から施工ができるので
費用を抑えることができます。また、厚みが 4.5mmと、一般的な床暖房対応フロアの半分以下なので、熱効率が
良く快適な足元温度を実現できます。

 

ペルゴ
LVT フロア

塩ビ系床材

動画を見   てみよう！　
←QRコード

①
②
③
④
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100％防水で表面が
密閉されているため、
水がしみこみません。

引掻きなど全ての
キズがつきにくい
です。

オフィスチェアの
キャスターなど連続
する摩擦に耐えます。

商業施設など土足
でも平気。

水に強い ワックス不要
密封された表面が汚れ
を防止します。
油汚れも拭き取れます。

キズに強い 汚れに強い

床暖房対応

窓際や、ショーウィン
ドウなどで、直射日光
があたっても床が色あ
せしにくいです。

ワックスによる定期
的なメンテナンスを
必要としません。

摩耗に強い 土足に強い 紫外線に強い

■表面素材「チタンV 」はこんなに凄い！

変形！

変形！

変形！

●赤外線テスト結果
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水平

モダンコーヒーオーク
V2107-40019

ドロップダウン 斜め
水平

ロック

ロック
面取

VINYL

床の接着は  もうやめましょう！

ユニリン社 ( ベルギー ) で国際的に特許を取得したサネ形状。

｢接着剤を使わずはめ込むだけの置き敷き施工で、

従来の床材に比べて格段に施工が早く後々の模様替えも簡単です！

｢究極の質感木目･石目）｣
を実現。

カッターで簡単に切れるの
で、現場施工が容易です。

■性能試験表記

■パーフェクト・ホールド V

■デザイン

■カッターで切れる ■用　途

木目調　　5 柄

石目調　 ３柄

〇 住宅 〇 ショールーム 〇 オフィス 〇 幼稚園 〇 老健施設
定期的な模様替えの張り
替えが楽です。

新築住宅はもちろんです
が、リフォーム時の重ね
張りと水回りに適してい
ます。

遊具やイスなどのキズに
強く、衝撃にも強いので
安全で衛生的です。

衛生的で、メンテナンス
コストの削減が可能です。

キャスターキズに強く、
配置変更でも跡が残りま
せん

３ ４



ペルゴ ＬＶＴフロア　クラシックプランク
1251×187mm　/　5-Variation
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・厚さ４.５×幅 １８７×長さ１２５１ (mm)
・１ケース（９枚入り）＝２.１０５㎡　
・ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。
・面取り有り
・短辺・長辺両サネ形状4

.5
m
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■仕様

Classic
Plank

PERGO LVT
CLASSIC Plank

モダングレイオーク
V2107-40017

PERGO LVT
CLASSIC Plank

モダンナチュラルオーク
V2107-40018

PERGO LVT
CLASSIC Plank

モダンコーヒーオーク
V2107-40019

PERGO LVT
CLASSIC Plank

クラシックナチュラルオーク
V2107-40023

PERGO LVT
CLASSIC Plank

グレイシャレーパイン
V2107-40055

グレイシャレーパイン
V2107-40055５ ６



ブラックスキバロスレート
V2120-40035

PERGO LVT
TILE

クリームトラバーティン
V2120-40046

PERGO LVT
TILE

ウォームグレイコンクリート
V2120-40050

ペルゴ ＬＶＴフロア　タイル
1300×320mm　/　3-Variation 

X-X’ 断面図Y-Y’ 断面図平面図
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・厚さ４.５×幅３２０×長さ１３００ (mm)
・１ケース（５枚入り）＝２.０８㎡　
・ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。
・面取り有り
・短辺・長辺両サネ形状

■仕様

Tile

PERGO LVT
TILE

ブラックスキバロスレート
V2120-40035
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注意事項　
NOTICE

専用部材
Dedicated Parts

【商品の事前搬入・入荷時のチェック】
ぺルゴ LVT フロアは、施工開始前から最低 48 時間前に搬入し、18℃から 30 度以内の状態で保管して現場環境に順応させてください。
施工前・施工中・施工後の最低 24 時間は、18℃から 30 度以内の室内温度を維持して下さい。
ぺルゴ LVT フロアは、サネ部等は薄く破損し易いので、荷下ろしの際にフォークリフトや荷吊りロープ等で傷を付けないよう充分注意して
お取扱いください。また、施工時の取り扱いにも十分注意してください。
現場・倉庫での保管はパレットの上に載せ、地面や台木に直接置かないでください。また、シート等できちんと養生してください。
サネ部が破損しているまま施工すると、目違い、欠けの原因になりますので、確認のうえ施工してください。

【使用箇所の可否】
ぺルゴ LVT フロアは、下記の用途では接着剤を使用し置き敷きでの施工は避けて下さい。
【サンルーム】【キャンピングトレーラー】【窓付きポーチ】【ボート】【暖房設備のない用途 ( 設置する場合は、接着剤使用となります。)】

【下地の条件】
施工前に下地が平滑であることと異常なたわみや床鳴りが無いか必ず確認してください。
重ね張り等の場合、既存の床材が下地に接着剤等にて固定されている場合はそのままで構いませんが、フローティング工法 ( 置き敷き ) に
て施工されているフロアやタイルカーペット、グリッパー式のカーペット、クッションシート等の場合は剥がして下地を整えてください。
1ｍに対し、2mm以上かつ 200mmに対し、1mm以上の凹凸がある場合、下地を平らに調整してください。
隆起している箇所があった場合は、取り除いてください。
下地床は、乾燥していて平らであり、安定性があることを確認してください。
表面に残っている古い接着剤は削り落とし、掃除機等にてきれいにしてください。
ぺルゴ LVT フロア自体に遮音性能はありません。
マンションなどで遮音が求められる用途に関してはフロアの下地で遮音性能を確保した上で施工をお願いします。

【フローティング工法】
ぺルゴ LVT フロアは『フローティング工法』（置き敷き工法）が基本施工となります。

【クリアランスの確保】
ぺルゴ LVT フロアは他の樹脂系フロアタイルと比較して伸縮率は低いですが、スパンが 20ｍまでは施工部位の四方に 2mm程度のクリアラ
ンスを確保してください。20ｍを超える場合は 4mm程度のクリアランスを確保してください。

【施工における注意点】
①サネ部をきれいにしてから施工してください。木くず・ゴミなどが付着したまま無理やり施工しますと目違いが発生します。
②ぺルゴ LVT フロアをはめ込む場合は指の腹部位を使い、適正な角度で軽くフロアの表面をはめ込む様にしてください。
    適正な角度が保たれないと、はめ込めなかったり、隙間や目違いが発生します。
③サネ部は目違い、隙間のないようにしっかりはめ込んでください。

【床暖房への対応】
シート式 ( フィルム式 ) の床暖房への施工は出来ませんので、ご注意ください。
床暖房採用時での施工においては、下地に不陸調整シートを敷いてから施工してください。
床暖房の上で長時間座ったり、寝そべると低温やけどのおそれがあります。
ホットヨガ教室など床材が高温になるような場所には使用しないでください。
健康上および安全上の理由から、フロア表面の温度は最大 27℃以下となる様に床暖房システム側にて調整してください。
床暖房を使用の際は、四方のクリアランスを 5mm確保してください。

【その他の注意事項】
ぺルゴ LVT フロアは耐傷性に優れたフロアですが鋭利な硬いものを落としたり、引っかいたりすると傷つきます。
また、ナイロンキャスターの場合に砂や小石や硬いゴミ等で傷がつく場合があります。

【メンテナンスなど】
土足での使用の場合、入り口にドアマットを敷いてください。通常のお手入れは、固く絞った雑巾と掃除機で十分汚れが取れます。
こびりついた汚れには市販のメラミンスポンジをご使用ください。
ワックスは不要です。ワックスがフロアに浸透しないため、ワックスの種類によってはワックスを弾いてしまったり、後からワックスの成
分がはがれる場合があります。

『類似の粗悪品がございますのでご注意ください。』
『以上の注意事項を遵守されませんと、保証の対象となりません。』

ペルゴ LVT フロア【樹脂系フローリング】の取り扱い・施工方法について注意事項をまとめました。なお、詳細においては『ペルゴ LVT フロア 施工ガイド』 ( 別紙 ) をご参照ください。

専用カッター
PGV-CUT
替刃１０枚・専用ケース付

エクスパンションプロファイルＴ型
PGV-T

エンドプロファイルＬ型
PGV-E

アダプタープロファイル　段差型
PGV-A

コンビモールディング　T段差型
対応厚み 12.3ｍｍまで
PGV-TA

ステアノーズクリック　段鼻
PGV-SC

専用定規
PGV-TL

不陸調整シート
PGV-UL

Aesthtics
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