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株式会社 シーアールティー・ワールド

コンクリートの床が、意匠性を持った“仕上げ床”に変わります！

【下地処理】【独自の仕上下工事】 【機械の販売】【機械のレンタル】

【機械の自社開発】

シーアールティー・ワールドは、業界で最高峰の世界
No.1 産業用研磨機メーカー【HTC 社】の遊星回転
式研磨機を、扱っている会社です。
その機械を使用して、床の下地処理と仕上げ工事を
行っています。

【HTC 社】の機械を使用して、日本国内で 300 ㎡
以上のコンクリート鏡面研磨仕上げを施工したのは、
シーアールティー・ワールドが初めてです。
それ以来、下地処理と環境仕上げ工事に取り組んで
います。

シーアールティー・ワールドは、下地処理工事と仕上げ
工事を行うだけでなく、さまざまな下地処理機械やアタッチ
メント販売も行っています。
またその機械類のレンタルやオペレーター付レンタルも
行っています。

よりキレイで作業性も高く、工事時間も短縮できるよう、
自社内においても、下地処理と仕上げ工事を行う機械　
及びアタッチメントの開発を行い、技術の進歩のための
研究に取り組んでいます。

よくある質問

Q. 下地を削るときに部屋が汚れたりしないの？→特別な大型バキューム機械を設置して、研磨しながら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粉塵回収を行うので部屋が汚れることはありません。

Q. 施工中は入ることはできる？　　　　　　　→同じ部屋内に入ることはできます。塗床のように乾燥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 をさせるために部屋を閉め切ることはありません。

Q. すべらない？　　　　　　　　　　　　　 →滑りにくいです。
　　　　　　　　　　　　　　      　　　　         滑り具合は通常の塗床や自然石とほぼ同等です。

Q. 塗床、貼り床でも施工は可能？　　　　 　　→下地がコンクリートであれば施工可能です。

Q. メンテナンスはどうすればいいの？            →日頃のメンテナンスは、乾いたモップで拭き取るだけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  で大丈夫です。

Q. 飲み物や油等のしみはできない？           →こぼした時点ですぐに拭き取れば大丈夫です。

株式会社 シーアールティー・ワールドについて

最新 4 ヘッド床研磨機械
●GPS 機能（盗難防止）
●リモート操作
●研磨ヘッド内部の密閉構造による耐久性アップ

最新バキューム
●HTC研磨機の操作盤からの
　リモート操作が可能
●機能を常に監視できるデジタルモニター完備
●コンパクト収納で運搬が容易
●HEPAフィルター搭載のため、排気がクリーン

〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-9-11
TEL048-480-5321 FAX048-479-8787
 HP:http://www.crt-shitaji.com    Email:info@crt-shitaji.com

美しい意匠床
メンテナンスが楽
コストダウン

HTC Superfloor TM

HTCスーパーフロアー

シーアールティー・ワールドは
HTC社の日本総代理店です。



床を塗る・貼る 床を 磨く！『コンクリート研磨鏡面研磨仕上げ』

剥がれずキレイが続く！だから、床にこだわる人が選ぶ！

HTC スーパーフロアー　４つの特徴

HTC スーパーフロアーで従来の床がこんなに変わります !!

作業工程　～高い技術を持った職人が、最高峰の機械でていねいに研磨します。

世界トップレベル床研磨機メーカー HTC 社の 4 ヘッド研磨マシーンを使用

ことなく、
塗床や貼床とは違い、コンクリート表層をていねいに削り、仕上げるため、
剥がれることなく、キレイな状態が長持ちします。
つまり、剥がれるものがないため、キレイが続きます。

２. 掃除がしやすく、キレイが維持できる！

日常のお手入れは、乾いたモップで拭き取るだけでキレイになります。
オプションの撥水・撥油保護剤を塗布すればより効果的です。

３. 床磨きで最高峰の 4 ヘッド研磨マシーンを使用！

従来の 3 ヘッドではなく、世界 No.1 産業用研磨機メーカー【HTC 社】の 4 ヘッド研磨マシーンを
使用するため、より平坦な床面に仕上げることができ、台車やフォークリフトの作業性が上がります。

４. トータルコストが抑えられる！

傷が付きにくく剥がれないため、塗り替えや張替え等の定期的なメンテナンスが必要ないため、
トータルコストが抑えられます。従来の塗り仕上げは、通常 3 ～ 5 年で塗り直しと補修工事が発生します。

1 . 塗らない！だから剥がれずキレイがずっと長持ち！

HTCスーパー
フロアー

従来の仕上げ

HTC スーパーフロアーは 7年間工事がいりません。

１年　　　２年　　　３年　　　４年　　　５年　　　６年　　 ７年
※従来の塗仕上げは 3～ 5年で再び塗仕上げが必要

※簡易的メンテナンスだけで再施工の必要がありません。

塗り
なおし

塗り
なおし

キレイ！ 掃除しや
すい！

長持ち
！

HTC スーパーフロアーと従来
の塗仕上げを 7～ 10年で比較
すると、HTCスーパーフロアー
は 20 ～ 40％のコストダウン
になります。

HTC スーパーフロアーは確かな実績があります。
過去 15 年間で 300 件以上の実績 !!
現在全国各地で、月 30 件を超える工事を行っています。
シーアールティー・ワールドは、日本で最初に乾式鏡面仕上げ施工した
パイオニア企業です。

AFTERBEFORE

まるで

大理石
のよう

!
HTC スーパーフロアーを施すと、これほどまでに床のキレイがよみがえります。

キレイな床は、企業のイメージアップや作業効率の向上だけでなく、社員の掃除への

意識の向上にもつながっていると言う声をたくさんいただいております。

1． 旧塗膜を除去し、 健全な層を露出
　　 表面を削り、残っている塗装や、脆弱な表面層を除去します。

　　　（新築の場合は、表面の脆弱層を研磨します。）

２．特殊機械で研磨して、床の表面を平坦化
　 　シーアールティー・ワールドの熟練した技術を持った職人が、

　 　コンクリートの表面を研磨し、凸凹をなくし、平坦にしてい

　　 きます。

３． 表面強化剤の塗布
　　 表面の強度を高める浸透性強化剤を塗布します。

　　 これにより、コンクリート自体の強度を、当初よりも強めます。

４．再研磨し、平坦で丈夫な光沢のある床を形成
　　 自社で開発したメタルダイヤを使った独自の機械で研磨を重ね、

　　 平坦で緻密な光沢のある床面を作ります。

研 磨１

研 磨２

〈研磨パターンの違い〉 〈仕上がり床面の違い〉
4ヘッド

4ヘッド
研磨面

仕上り床面

３ヘッド

３ヘッド

研磨後の床の断面イメージ

ヘッドの重なり10％

ヘッドの重なり３0％

研磨面

仕上り床面

業界最高峰の４ヘッド研磨マシーンを使用し、

従来の３ヘッドマシーンでは実現できない、

より平坦でなめらかな床に仕上がります。

そのため台車やフォークリフトへの振動や揺

れが少なくなり、 動きがスムーズになります。

また、 作業のムダを最小限に抑える構造

のため、 作業スピードが早いことも特徴です。

4ヘッド研磨マシーンを使用すると
より平坦な床となり、より美しく仕
上がり、工事の時間も短縮されます。

4ヘッド研磨マシーンは研磨面が
より多く、より効果的に（重なり
が少ないため）仕上がります。

HTC Superfloor TM



工場の改修工事（印刷 ) 倉庫の床仕上げ（大手飲料メーカー )

〈施工事例〉自動車チューニングショップ 〈施工事例〉倉庫や店舗

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

▶塗装が剥がれ凸凹のあるコンクリート床 ▶溝になっている箇所を硬化剤で埋め、サンダーで磨きます ▶『DURATIQ』ていねいに研磨し、完成 !!

オフィスフロアの仕上げ（IT)

オフィスフロアの人研ぎ仕上げ（IT)

店舗のフロアの仕上げ（アパレル )

工場ピットの床仕上げ（自動車ディーラー工場 )

〈施工事例〉 新築個人宅ガレージ

高い環境性能、一切のムダを省いた機能性の追求、飽きのこないシンプルなデザイン
HTC 
SuperfloorTM

工場 ブティック美容院

施工から
5年

経っても
美しい！

BEFOREBEFORE

AFTERAFTER

BEFOREBEFORE

AFTERAFTER

BEFORE　　AFTER



テラゾー風仕上げ　～デザイン性の高い、お好みの床面に仕上げます～

オプション１

オプション２

オーバーレイ工法

23種類の多彩なカラーバリエーション

古いコンクリート床のリノベーション

オーバーレイ工法は、意匠性を持たせた床研磨仕上げが
可能です。
色・石材を多様に選択できるので、無限のパターンでの
デザイン性・意匠性のある床をつくることができます。

“よりデザイン性の高い床”

① 古いコンクリートがお好みの色、骨材で
　 仕上がります。
② デザイン性・意匠性が高い仕上がりです。
③ 色・骨材の組み合わせで無限の床のバリ
    エーションがあります。
④ 短期間で美しい床に仕上がります。 石の質感を残しながら、お好みの色に仕上げることができます。

床の仕上げだけでなく、飲食店のカウンター等にも最適です。

ハイイメージな質感とカラーの多彩な仕上げが可能で、美しい意匠の仕上げです。
店舗の内装や個人宅、美術館、博物館等の公共施設にも使用されています。

単なる塗料を塗るのではなく、コンクリート自体に色を浸透させるので、

質感を生かした仕上がりとなります。

〈施工事例〉

※オプションは他にも「撥水性コート」があります。
また「人研ぎ（人造石研ぎ出し仕上げ）」も対応可能です。

古い床、 ぼろぼろの床をキレイに仕上げるのがオーバーレイ工法です。

2．機械への負担が少ない1．濡れてもすべりにくい

他の塗床材と比較して、
すべりにくい仕上げ床です。

平坦性が向上するため、フォークリフト、
台車、カートの走行がスムーズで、振動
の発生を最小限に抑えます。

エネルギー消費量を削減でき、経済的
かつ環境的な有益な仕上げ床です。

3．エネルギー消費量が少ない

環境に配慮したスマートな仕上げ床

自分好みの
デザインで

個性を演出
!!


