
新世代  耐傷フローリング

KATTENA
カッテーナ

パークタワー梅田（分譲マンション） ※Special Order

優れた耐傷性と美しさを
追求したフローリング。
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01 WOODNOTE　KATTENA

■ 構成図

基材：JAS 合板

耐摩シート

メラミン樹脂含浸紙

耐力紙

6
Features

■遮 音 性
床衝撃音レベル低減量試験

ΔLL( I ) -4／ΔLL( I ) -5

■かんたんメンテナンス
簡単な拭き掃除でキレイな床を保ち、
ワックスによるメンテナンス不要。

■耐 熱 性 熱に強い！
熱に強く、タバコの焦げ跡が付きにくい。

■耐 傷 性  キズに強い！
土足、キャスター、ヒールマーク、
車イス、ペット等による

■耐 汚 染 性  汚れに強い！
洗剤、薬品による変色、シミ等が
生じにくい。頑固な汚れもメラミン
スポンジで簡単除去

■安全・快適
F ☆☆☆☆
4VOC 基準クリア

床の悩みを解消する６つの特長

傷が付きにくい。

おそうじラクラク！

キズ・汚れに強く、手入れが簡単なメラミンシートフローリング…
高機能のメラミン樹脂を特殊製法でフローリングに仕上げました。
森林資源に配慮した環境にやさしい複合フローリングです。

住宅・マンション キズ・汚れに強く、手入れが簡単。さらに床暖房仕様にも対応。

賃 貸物件 入居者入れ替わり時の床工事が軽減。施工者不足の昨今、賃貸アパート・マンションにおすすめ。

ホ テ ル フローリングの高級感だけでなく、簡単なモップ清掃だけで済むため、ルームメイク時間が短縮。

飲食店・商業施設 土足での使用にも耐えうる耐傷性、食品こぼれによる染み汚れ防止、床メンテ費節減に。

■ 用途

老 健 施 設 車イスのタイヤ跡も着きにくく、汚れても拭き取りラクラク。



仕　様 断　面　図 平　面　図

根太貼

直　貼
［無遮音］

直　貼
［遮音／ΔLL( I ) -4］

■仕様

種　別 仕　様 サイズ（mm） 入　数 表　層 基　材 ㎡単価
設計価格

複　合

根太貼 12.0×140×1818 3.05㎡／12枚／箱

メラミンシート 合　板

9,800円／㎡

29,890円／箱

11.0×140×909 3.05㎡／24枚／箱
10,700円／㎡

32,630円／箱

14.0×140×909 3.05㎡／24枚／箱
14,000円／㎡

42,700円／箱

14.0×75×909 3.27㎡／48枚／箱
16,600円／㎡

54,290円／箱

■断面図 / 平面図
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グループホームやまびこ（老健施設）　 KAT-50

直　貼
［遮音／ΔLL( I ) -5］

直　貼
［遮音／ΔLL( I ) -4］

直　貼
［無遮音］

直　貼
［遮音／ΔLL( I ) -5］

※うずくり仕様（KAT-100U）は価格が異なります。詳しくは販売店までお問い合わせください。



C o l o r  v a r i a t i o n s

KAT-10 ライトメープルLight Maple

KAT-20 メープルMaple

KAT-30 ブラックチェリーBlack Cherry

KAT-40 チークTeak

KAT-50 ウォールナットWalnut

※カラーバリエーションについては予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。
※印刷の都合上、実物の商品と若干色目が異なる場合があります。
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Wil l  Be

KAT-100U ブラッシュオークBrushed Oak

※ KAT-100Uは杢目とうづくり部分に若干のズレ（3mm以下）が生じる場合がありますが、製品の特性を損なうものでありません。
※表面に 1㎜程度の黒点が 2 か所程度入る場合がありますが、製品の特性を損なうものでありません。

Attention! 杢目に合わせた凹凸加工が表面に施されており、素足で心地よい歩行感が楽しめます

うづくり仕様 ※



KAT-60 モカウォールナットMocha Walnut

V intage Oak KAT-80 ヴィンテージオーク

 

KAT-70 チャコールウォールナットCharcoal Walnut

Nature  Oak KAT-90 ネイチャーオーク
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グローベル ザ・一橋学園レジデンス（分譲マンション）　※Special Order

Special Order： 上記の柄以外にも特注にて特別仕様の柄を承ります。詳しくは販売店までお問い合わせください。



■各種試験データ

鉛筆ひっかき試験

軽量床衝撃音低減性能

摩耗試験

耐汚染試験

耐焦試験
【試験方法】

【試験方法】

【試験方法】
試験荷重1000gで500回の回転を行い100回転あたりの
摩耗減量を求める。

青インク、赤クレヨン、油性マジック、白髪染めを塗布し、
６時間放置した後水拭き除去し、表面の残留状況を検証

火のついたタバコを2分間置いた状態で焦げと
ヤニの水拭き後の検証

メラミンシート：9H 以上

メラミンシート：摩耗減量 0.005g

メラミンシート：残留跡無し

赤インク 赤インク油性マジック 油性マジック

白髪染め 白髪染め青インク 青インク

メラミンシート：焦げ跡無し

一般フローリング：4H ～ 6H

オレフィンシート：摩耗減量 0.12g

オレフィンシート：残留跡有り

オレフィンシート：焦げ跡有り

軟 硬

車の塗装・爪

一般的な耐傷用フローリング

KATTENA カッテーナ

【床衝撃音レベル低減量試験】 性能等級：ΔLL(I)-5
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【床衝撃音レベル低減量試験】 性能等級：ΔLL(I)-4
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KATTENAはひっかきに強い！ KATTENAは汚れにくい！

KATTENAは摩耗に強い！ KATTENAは熱に強い！

KATTENAは遮音性能ΔLL(I)-4／ΔLL(I)-5適合



■性能試験一覧

試　験　項　目 試　験　方　法 結　果

摩耗試験
JAS

試験荷重1,000gで500回の回転を行い、100回転あたりの摩耗減量を求める
判定基準：摩耗減量（0.15ｇ／100回転） 0.005g ／100回転

鉛筆ひっかき試験
JIS K 5400:1900 8.4

鉛筆を45度の角度で保持し、塗膜面が破れ、擦り傷が付いた硬度記号を評価する
硬度記号：6B ～9H 9H以上

耐キャスター試験
自社試験

合計50kg（25kg ／1輪）のキャスターを1万回往復させる。 剥離等の異常無し

デュポン式衝撃試験
JIS K 5400:1900 8.3

半径6.35㎜、重さ500ｇの鋼球を高さ30cmから落とした際の圧痕深さを計測 衝撃痕深さ0.46㎜

耐汚染試験
JAS

青インク、赤クレヨン、黒、赤マジックを塗布し、2時間後にエタノールにて
除去する。 色残り無し

耐シンナー試験
JAS

シンナーを滴下し、6時間後に水洗いし、室内に24時間放置し、表面の変色等
を確認する。 異常なし

耐アルカリ試験
JAS

炭酸ナトリウム水溶液を滴下し、6時間後に水洗いし、室内に24時間放置し、
表面の変色等を確認する。

異常なし

静電気試験
JIS L 1021-16

床を歩いた時に帯電する状況を想定し、静電靴を履き、歩行によって人体に帯電
した電位（人体帯電圧）を測定。
判定基準：0.5(kv)以下

0.1kv

浸せきはく離試験
JAS

70℃ ±3の温水中に2時間浸漬後、60℃±3の恒温乾燥機に入れ、3時間乾
燥させ剥離部分を計測。
判定基準：同一接着層における剥離していない部分がそれぞれの側面の2/3以上

異常なし

寒熱繰返し試験
JAS

80℃ ±3の恒温器中に2時間放置後、-20℃±3の恒温器中に放置する工程
を2回繰り返し、室温に達するまで放置。
判定基準：表面の膨れ、剥がれ、変色等の変化がないこと。

異常なし

含水率試験
JAS

判定基準：14％以下 10.3%

ホルムアルデヒド放散量試験
JIS A 1460

ガラスデシゲーターに蒸留水300mlと試験体を24時間静置させ、試験片から
放散したホルムアルデヒドが蒸留水に溶け込み、溶液を吸光光度法によって、
ホルムアルデヒドの濃度を計測。

0.12mg/L
F☆☆☆☆

VOC 試験
JIS A 1901

揮発性有機化合物（VOC）、化合物放散測定（トルエン、キシレン、エチルベ
ンゼン、スチレン）調湿された空気を20Ｌチャンバーの送り込み、チャンバー
から排出した空気を捕集し、質量分析計でそれぞれの定量分析を行う。

異常なし

床衝撃音レベル低減量試験
JIS A 1440-1

200㎜厚のスラブに10㎡程の床材を貼り、標準軽量衝撃源（タッピングマシー
ン）にて床を加圧した時の受音室における音圧レベルの測定。
判定基準：ΔLL（Ⅰ）1～5

ΔLL( I ) -4
ΔLL( I ) -5

床暖房熱耐久試験
ガス会社統一試験

連続1,100時間温水循環による加熱。供給温水温度設定80℃
判定基準：隙間、段差、割れ、剥離等をゲージ、目視にて確認 基準値内
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グローベル ザ・プレイス東高円寺（分譲マンション）
※Special Order



～い。（名刺 1枚

さい。

●切断に関しては、超硬歯を使用する様にして下さい。
メラミンシートは特性上、極めて硬い表層となってお
りますので、普通の鋸歯を用いると、歯が直ぐに切れ
なくなったり、フローリング切断面にバリや欠けが生
じる場合がございます。
●フローリング施工の際には、壁とフローリングの隙
間を巾木下で 3～ 5mm程度取るようにして下さい。
フローリング同士は無理に詰めないようにして下さ

～ 2枚程度のクリアランス＝ 0.3mm
0.6mmが理想です。）

●床暖房への施工は、ボンド併用でフローリングステイ
プル釘（38mm以上）を使用し、根太ピッチに合わせ
て行って下さい。
●養生期間は貼り込み施工後、最低 1日以上は置いて下

●フローリングの上に設備・家具等を設置する場合は、
ネジ等で固定しないで下さい。

施工上の注意点

●日常のお手入れはホコリやチリを取り除き、乾いた
雑巾やモップで拭いて下さい。汚れが強い場合は固く
絞った雑巾やモップで拭いて下さい。また、化学雑巾
を使用しますと表面が白化する恐れがありますので使
用しないで下さい。
●水気の多い雑巾やモップを使用したり、フロアを長時
間濡れたままにしますと、フロア継ぎ目から水が浸入
し、シミ、割れ、剥離、反り、突き上げ等のもとにな
りますので、濡れた場合はすぐに拭き取って下さい。
●ワックスがけによるお手入れの必要はありませんが、
ワックスを希望するお客様には水性ワックスをお奨め
しております。但し、ワックスを使用するとワックス
の表面が取れて、細かな傷が目立つ恐れがありますの
で、事前に試し塗りでの確認をお願い致します。

メンテナンスと使用上の注意

●本製品は一般の床材に比べ、耐傷性、耐摩耗性に優れ
た特徴を持っています。但し、車イス、キャスター等
の材質、形状によっては傷や汚れがつく場合もありま
すので、ご注意下さい。また、テーブル、椅子、家具
等をひきずりますと床材を損傷させる場合もあります
ので、ゴムキャップで保護する等、お取扱いにはご注
意下さい。

●木材は温湿度、環境の変化に合わせ、伸縮を行う特性
があります。四季の環境変化、床暖房の使用等により
床材の継ぎ目部分で若干の隙間があいてくる場合があ
ります。これは木材の特性上、ある程度はやむを得な
い現象ですのでご理解下さい。

●本製品の遮音フローリングは防音性能を高めるため
に、特殊クッション材を使用しております。その為、
一般のフローリングと比べると歩いた時に柔らかく沈
むような歩行感があります。これは防音性能を高める
為に構造上ある程度やむを得ない現象ですのでご理解
下さい。また、遮音性能、床衝撃音遮断性能は一定の
条件下で測定された数値であり、施工現場、又は居住
後における性能を保証するものでは無いことをご理解
下さい。

ご使用、施工に関するご注意とお願い

1902WLB版

建材事業本部

製造・発売元

〒920-0061 
石川県金沢市問屋町3丁目7番地
TEL 076-237-7667　FAX 076-237-7900

取扱店

カッテーナ

パークタワー梅田（分譲マンション） ※Special Order

鼓門　写真提供：金沢市
東京・大阪より2時間半！ 金沢より真心こめて･･･




