ジーロック（木目と石のハイブリット床材）

『毎日気持ちいい』快適生活新提案

FLOORING
夏はひんやり、冬はあったか
これからの省エネフロア
床暖房の上にそのまま置ける床暖房対応床材

GROOVE CO.,LTD

ジーロック（木目と石のハイブリット床材）

G-ROCK は天然石パウダーが

75％配合された

置床です。石特有の「ひんやり感」と「蓄熱性・
熱伝導率の高い」特性を持つため” 夏はひんや

Waterproof

り・冬は床暖房と併せてあったか” な春夏秋冬
【省エネ】な床材です。

■ 構造

■ カラーバリエーション
UV 表面層
耐候性の UV

耐摩耗層

透明フィルム

R-1

R-2

G-1

G-2

G-3

G-4

4 層の厚み
4㎜

装飾層

トランスファ印刷技術を
使ったリアルな風合い

コア層

優れた安定性の
石パウダーと塩ビ樹脂

防音パット層

G-5
1㎜

足音や様々な気になる
生活音を軽減します

※色見本は予告なしでリニューアルされることが
ありますのでご検討の際はご確認下さい。商品の
特性上、色味と模様が実物と違いが出てくる場合が
あります。

床材厚み合計 5 ㎜

G-ROCK の 特徴

1

POINT

夏はひんやり
冬はあったか
●天然石パウダーを主成分としているため、
夏はひんやりとした肌心地。

また、石は熱伝導が高く蓄熱性があるの
で、床暖房と併せるとより快適・効率的
に暖かさを実感できます。

POINT

2

施工が簡単

●カッターで切断することも可能。

●釘打ち、接着剤不要！＜はめ込む＞だけ

で誰でも簡単でスピーディに施工が可能。

●大掛かりな工事の必要なく、DIY 感覚で
気軽に設置できます。

POINT

3

水や傷に強く
お手入れ簡単
●大理石の様に傷に強く、防水性に優れています。
●ワックスがけも不要。汚れも染み込まずサッと
拭いてお手入れも簡単です。

●変形しにくい素材を採用しているため、長く
ご愛用いただけます。

加重摩擦摩耗テストと
落下物衝撃テストの測定と結果

G-ROCK 床材とは

摩擦摩耗試験装置（新東科学社

HHS-2000 型）を

用いて、木製ダイニング椅子の加重摩擦摩耗を想定
して、４本脚の椅子に体重 60 ㎏の人が座った状態

床面積を占めるフローリングは部屋全体の印象を大きく

で動かした事と同じ加重で、2000 回の往復運動で

変えます。G-ROOK 床材はエコ理念（森林伐採削減・重

加重摩擦摩耗テストを検証。落下物衝撃テストは鉄

金属を含まない・空気を汚さない）をもとにしてフロー

回行い、へこみ・破損が無いか検証。

球で直径 40 ㎜ 260ℊを２ⅿの高さから落下して５

リング原料革新のコンセプトで開発されました。釘も接

摩擦抵抗は 2000 回往復運動に対し

着剤も使わず、はめ込み式

の摩耗による削れや変色など無く、

て大きな変化もなく目視でも表面
摩耗摩擦の耐久性は重歩行でも問

なので敷設も撤去も簡単で

題ないと判断出来ます。落下物

す。また床暖房との相性も

衝撃テストでは直径40㎜で260ｇ

よく高性能、高コストパフ

床材のへこみと傷の検証を数回

の鉄球を２ｍの高さから落下して
行ったが、表面と本体共にへこ

ォーマンスの床材です。

マンションなどの増し貼り
リフォーム

薄さ 5ｍｍなので建具に干渉しずらく、
簡単に増し貼りができます。増し貼り

なので L45 などの防音性を確保しなが

ら、低コストで床のリフォームが出来

ます。更に、床暖房対応の床材のため、

みや破損なし。

群馬産業技術センター
試験結果通知書

テナントの補修

ペットを飼っているご自宅

はめ込むだけの短期間施工ができ、敷

滑りづらく、水・傷に強いため室内で

いた後にすぐ使える為テナントなど”
長くお店を閉めれない” という状況に
最適です！また、摩擦・摩耗に強いた
め施工後は長くご愛用頂けます。

ペットを飼われているご家庭に最適！

■ 用途

ホテル／商業施設／店鋪／オフィス／集
合住宅／民泊等（リフォーム・リノベー

捨て貼り要らず床暖房の上にそのまま

シ ョ ン の 場 合 、 元 の 床 材 を 撤去せず、

設置可能。床暖房も低コストでご自宅

上乗せで置き敷施工が可能）

に導入することができます。

G-ROCK と床暖房 HEATPLUS との相性
1.
2.
3.

G-ROCK 床材

一般的な木製フローリングに比べて熱伝導・蓄熱性
が高いため、床暖房の暖かさをより実感できます。

●

床暖房も G-ROCK も自由にカットできるから、住ま
いのあらゆる場所に設置可能。

床暖房 HEATPLUS の厚さ 0.5ｍｍ

G-ROCK の厚さ

5ｍｍ、どちらも超薄型なので重ね張りしやすく、
マンションなど天井高を気にするリフォームに最適。

●

ヒートプラス床暖房

※施工については、メーカーへ別紙「施工要領書」をお問い合わせ頂き、
ご必読のうえ行ってください。

木目調

G-ROCK スペック
■木目調 ( 面取りなし）

■石目調 ( 面取りなし）
610ｍｍ

1220ｍｍ

サイズ

長さ
幅
厚み

1 ケース

10 枚入り
1.72kg / 枚

重さ
305ｍｍ

180ｍｍ

17.2kg / ケース

石目調

（S=1：5）
（S=1：5）

180ｍｍ

305ｍｍ
5ｍｍ

5ｍｍ

1220ｍｍ
180ｍｍ
5ｍｍ

サイズ

長さ
幅
厚み

1 ケース

10 枚入り

重さ

（S=5：1）

（S=5：1）

610ｍｍ
305ｍｍ
5ｍｍ

1.46kg / 枚
14.6kg / ケース

■施工方法
1 クリアラン ス 確 保

2 一列目の施工

3 二列目の差込⇒倒し

5ｍｍ

壁際に 5ｍｍのクリアランスを設けます。

4 三列目以降 の 施 工

2 列目同様のやり方で 3 列目以降も
施工をします。

クリアランスを保ったまま一列目の
床材を敷き込みます。

2 列目からは約 20 度の角度で差し込み
倒してはめこみます。

5 完成

巾木を取り付けて完成です。

詳しい情報や動画マニュアルは、
こちらからご覧いただけます。

※施工については、メーカーへ別紙「施工要領書」をお問い合わせ頂き、ご必読のうえ行ってください。

【使用上の注意事項】
● 製品・施工に関してのご注意
・同一の柄でも色や木目などが多少異なります。・凹凸の激しいところでは、設置できません。床鳴り / 不陸の原因となります。
●水分・湿気に関してのご注意
・適正室内温度は１８℃〜２３℃以下です。最高温度３５℃、適正湿度は 45％〜 55％で使用ください。
・水・湿気が付着したら、すぐにふき取ってください。植木鉢は必ず受け皿を使用してください。
● お手入れに関してのご注意
・表面はコーティング加工してありますので、ワックスは不要です。ワックス使用の場合、効果が表れない場合、一部変色の場合が
ありますの でお問合せください。
・土足での使用の場合、砂、埃、土等が入らないように御注意ください。
● キズに関してのご注意
・重量物の移動、落下による傷や割れる場合がございますので、御注意ください。
・重量家具、ピアノ、キャスターは床材のジョイント部の真上に設置しないようにしてください。

総販売元：株式会社GROOVE
本社

大阪支店

東京支店

福岡支店

名古屋支店

販売元：

〒220-0072 横浜市西区浅間町1-4-3ウィザードビル403
TEL：045-290-3884 FAX：045-290-3885
〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-24-15オークス西新宿4F
TEL：03-6383-3992 FAX：03-6383-3994
〒460-0011愛知県名古屋市中区大須3-10-19ヒルズ大須4F
TEL：052-253-9273 FAX：052-253-9274
E-mail：nagoya-groove@fuga.ocn.ne.jp
http://www.heatplus.jp/

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル101-1
TEL：06-6459-9135 FAX：06-6459-9136
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目7-14ボイス博多606号
TEL：092-292-6524 FAX：092-292-6525

