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アンカー用穴
（φ15mm）
アンカーはありません。

台座

押し板

トレー

高さ調節ネジ

ペダル

ペダル式なので
手を使わず衛生的

ダークブロンズ

TTM-08A　足踏式消毒液スタンド
消 毒 液 の 容 器を触 れることなく 
使 用でき、衛 生 的

※オプション品の発注はTTM-08Aと同時にお願いします。同梱してお届けします。
※上記、オプション品はどちらかしか取付けができません。メッセージボードを付けると、
　ティッシュホルダーは付きません。

>>オプション品

■ 容器サイズにより、容器の受け皿の位置や奥行きなどが調整可能。
■組み立て不要で、すぐに使用できます。
■20万回の耐久試験をクリア。

■ TTM-08-P1 メッセージボード
お客様へのお願い等をお伝え等をする
メッセージボードです。

■ TTM-08-P2 ティッシュホルダー
カートやお荷物を拭いたりするための
ティッシュを付属させるホルダーです。

品番 色 材質 定価
　TTM-08A　W ホワイト アルミ、ステンレス、樹脂、他 19,800円
　TTM-08A　BKC ダークブロンズ アルミ、ステンレス、樹脂、他 19,800円

●消毒液、盗難防止紐、床固定用アンカーは商品に含まれておりません。 
●予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。

>>使用可能なボトルサイズ
■ 丸ボトルタイプ Φ100mm以下
■ ポンプヘッド Φ40mm以下
■ 角ボトルタイプ 100mm角以下
■ ボトル高さ 100mm以上

>>使用方法
❶トレーに消毒液ポンプを置く。
❷ポンプの上部が押し板に軽く当たる程度までトレーを上にあげ、
　高さ調整ネジを締め、固定する。
❸消毒液の吐出量を調整する際、調整板を長穴に被せ、下がり量を調整する。
❹足元にガタツキがある場合は、付属のシートをカットして調整する。

オプション品
品番 色 材質 定価

　TTM-08－P1S シルバー ステンレス 4,000円
　TTM-08－P1P ホワイト PET樹脂 3,500円
　TTM-08-P2　W ホワイト ABS、PP 2,800円
　TTM-08-P2　K ブラック ABS、PP 2,800円
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ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
　　　本体
JP012236～
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　　　本体
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吸着フローリング ピタフィー

新商品 2020年10月リリース

既存の床に「重ねて貼れる」

現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。

〈裏面吸着材〉

LPF531

LPF521

LPF522

床に貼ってはがせる吸着加工

point ❷
張ってはがせて元通り！

裏面吸着タイプ。

point ❸
ハサミでのカットも可能！

2㎜厚でドアの開閉もスムーズ！

イメージチェンジ

point ❹
傷つきや汚れに強い！

物を落としても傷がつきにくく、家具などの

重量物による床のへこみ跡が目立ちにくい。

調味料などをこぼしても拭き取れば汚れ跡が

つきにくい！

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は端部を隠す

見切りをご用意しています。

＊見切りは、裏面が粘着テープのため、既存床材に

影響を及ぼす場合があります。ご注意の上、ご使用ください。

見切り

定価 1,500円/本

規格
幅10㎜（上辺）・幅24㎜（下辺）
(高さ）4㎜×（長さ）2100㎜×（厚み）0.3㎜

梱包 1本

見切り

防炎性能試験番号 E2170046

ピタフィー

定価 16,128円/ケース

全厚 2㎜ UV樹脂コーティング

寸法 150㎜×900㎜（四面Ｒ面取り）

梱包 24枚／ケース（3.24㎡）

重量 7.5㎏／ケース

● 施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行ってください。

● 厚み3㎜以上のクッションフロア上の施工はできません。

● 平滑な床に貼り付けて下さい。

● 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けてください。

● 長さ20ｃｍ×幅5ｃｍ以下の端物が出ないように割付けてください。

● 床からドアまでの高さを確認して下さい。2㎜以上ある場合や

貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部を

避けて貼付けて下さい。

〈ご注意〉

● 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によって

吸着フローリングピタフィーの表面に目立って現れる場合が

あります。

● 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファー

家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する

可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ

貼付けて下さい。

● 床暖房が設置された床に貼りつけると、床が変色する可能性

があります。

point ❶
自分でできるかんたん床リフォーム

「ピタフィー」でお部屋をキレイに

イメージチェンジ
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窒素加圧加熱処理木材
住実エクステリアウッド

一切の薬剤を使用せず、窒素加圧加熱処理（エステック
処理）のみ。危険な有害物質が揮発する心配はありません。

新商品 2020年10月リリース

エステック処理により殺菌・殺虫が行われ、養分や水分の
少ない状態が保たれるため、菌類やシロアリにとって、
魅力の薄い木材となっています。
耐用年数が長く、毒性の高い薬剤処理剤と同等の耐朽性が
確認されています。

含水率が下がり軽量化すると共に、木材の細胞構造の変化
が起こり、保水しにくい構造になります。
このため、湿気による収縮やゆがみが少なく、高い寸法
安定性を発揮します。

エステック処理過程

①木材の含水率を10％～15％程度に調整

②耐圧耐熱容器に木材を入れて、容器内
を窒素置換

③徐々に加熱。容器内の圧力を制御し、
所定温度(180℃～220℃)を数時間維持

④木材が冷めてから、容器から取り出す

木材

製材
国産スギ伐採

真空▷窒素ガス挿入加圧▷加熱

窒素加圧加熱処理装置

桟積み

窒素加圧加熱材

→人工乾燥

無処理
（KD材）

加熱処理
200℃

加熱処理
220℃

加熱処理
240℃

加熱処理
180℃

※220℃を超える処理温度でJIS K 1571
性能基準（食害指数10未満）をクリア

耐朽性評価 JIS K 1571に基づいた評価

カラー見本

※天然木のため、色むらが生じる事がありますが、
性能に問題はありません。

♯01 ライトオーク ♯02 ダークブラウン

※印刷物のため、実際の色味と違う場合があります。

国産杉（無塗装品）

サイズ 仕上面 品番 定価

105×30×2,000 1面 JT-S10530-M120 ¥2,000/本

136×36×2,000 1面 JT-S13636-M120 ¥3,100/本

90×36×2,000 1面 JT-S9036-M120 ¥2,100/本

180×30×2,000 1面 JT-S18030-M120 ¥3,400/本

90×90×2,000 4面 JT-S9090-M420 ¥6,500/本

90×20×2,000 1面 JT-S9020-M120 ¥1,700/本

50×30×2,000 4面 JT-S5030-M420 ¥2,000/本

表面処理ではない為、どこをカットしてもほぼ均一な色と
性質を維持。
加熱により、ヤニや灰汁が除去されており施工後に、
表面に出て来たり周囲を汚してしまう心配はありません。
切る・削るがし易く、とても扱いやすい木材です。

経年変化の様子

施工後３年目施工直後屋外暴露前 屋外暴露１年

※窒素加圧加熱処理木材は、本物の木材の為自然と風合が変化してまいります。
処理は表面だけでなく、内部まで施されていますので、性能に問題はありません。

無塗装品 塗装品

●

●

●

●

※3,000mm、4,000㎜材も対応可能です。ご相談下さい。

国産杉（塗装品）

サイズ 仕上面
品番

定価
ライトオーク(01) ダークブラウン(02)

105×30×2,000 1面 JT-S104530-T120-01 JT-S104530-T120-02 ¥2,700/本

136×36×2,000 1面 JT-S13636-T120-01 JT-S13636-T120-02 ¥4,200/本

90×36×2,000 1面 JT-S9036-T120-01 JT-S9036-T120-02 ¥2,800/本

180×30×2,000 1面 JT-S18030-T120-01 JT-S18030-T120-02 ¥4,600/本

90×90×2,000 4面 JT-S9090-T420-01 JT-S9090-T420-02 ¥8,100/本

90×20×2,000 1面 JT-S9020-T120-01 JT-S9020-T120-02 ¥2,500/本

50×30×2,000 4面 JT-S5030-T420-01 JT-S5030-T420-02 ¥2,500/本

※色は数か月でシルバーグレーとなります。
豊かな表情を織り成す天然木ならではの味わいをお楽しみください。
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新商品

使用部位 推奨スパン
(mm）

材の断面(mm) 荷重負担幅(mm）幅 厚み
床材(国産杉特一等材） 450 105 30 110

床材(国産杉特一等材） 600 90 36 94

床材(国産杉特一等材） 600 136 36 142

床材(ホワイトアッシュ） 450 105 20 110

推奨スパン表

2020年10月リリース

ホワイトアッシュ（無塗装品）

サイズ 仕上面 品番 定価

0.99㎡/束
105×20×1,800－3枚
105×20×900－3枚
105×20×450－3枚

1面 JT-A10520-MD ￥14,760/束

105×20×1,350 1面 JT-A10520-M1135 ￥2,100/本

105×20×900 1面 JT-A10520-M1090 ￥1,330/本

105×20×450 1面 JT-A10520-M1045 ￥550/本

9枚
SET

⚠ご理解ください

●割れ、抜け節について

窒素加圧加熱木材は天然の木材を使用しているため、
仕上面以外の裏面、側面、木口には使用に差し支え
ない程度の割れや抜け節がある場合があります。

割れ(裏面) 抜け節（裏面） す(木口)

●パテ補修について

仕上面の角の軽微なものを除き、抜け節や節割れには、
美観上の理由によりその形状や大きさの程度に合わせて
パテ補修を行っています。

抜け節・節割れ パテ補修（無塗装品）パテ補修（塗装品）

羽目板（無塗装品）

サイズ 仕上面 品番 定価

90×15×2,000 JT-S9015-M120 ￥1,530/本

ウッドマット（塗装品）

サイズ 仕上面 品番 定価

288×288×50 JT-WM28850-T ￥2,500/枚

ガーデン枕木（無塗装品）

サイズ 仕上面 品番 定価

200×100×2,000 JT-S200100-M ￥7,200/束

50

288

1面

200

100

1面

粗挽き




