取扱い上のご注意
■ 選択・施工上のご注意

歩行マークは歩行頻度に対する耐久性の目安です。
用途に応じたカーペットをお選びください。
特にピンヒールシューズはカーペットに大きな負荷をあたえますので、商品の選択には十分ご注意ください。
● 防ダニ、
抗菌などの表示は加工処理の有無を示しています。
カーペット、
その他内装材だけでお部屋を完全に防ダニ、
抗菌にすること
はできません。
お掃除や換気など、
日常のメンテナンスに配慮してください。
また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口に含むことのないようご注意ください。
● 防虫、
防ダニ、防カビ、抗菌、抗アレルギー、抗ウイルス、消臭等の試験数値は測定値であり保証値ではありません。
● ウールやアクリルなどに代表される紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ますが、
これは品質上の欠陥ではありません。遊び毛の
出にくいカーペットを望まれる場合はナイロンやポリプロピレンなどフィラメント糸を素材としたものやループパイルのカーペットを
お選びください。
● サンプル帳の見本と製品の色が異なる場合がありますが、
ご了承ください。
写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプル等でお確かめください。
● 濃色のカーペットはチリやホコリが目立ちますのでご留意ください。
●

繊維製品は保管状態、配送状況の影響により、厚みやリピートなど表記と多少異なる場合があります。
下地から絶えず湿気の上昇がある場所では使用を避けてください。施工後に臭気が発生する恐れがあります。
● 梱包紙に記載されている品名、
色番、
ロット、数量をご確認していただき、
サンプル帳の見本と照合の上、
施工を開始してください。
同一床面上は同ロットで仕上げてください
（生産巾が異なる商品をジョイントすると色違いになります）。
サンインディゴ、
サンオス
カー®Ⅲ、
サントパーズⅡ、
サンライム®Ⅱ等の後染め商品をジョイントする際は、色違いを防ぐ為に、
ロールの端部分と中間部分は
継がないでください。
● 天然素材であるウールは紫外線や酸素に触れることで、
開封後すぐに若干の色変化を起こす、
さらし現象と呼ばれる特性があります。
これは品質上の欠陥ではありません。
ジョイントする場合は、同一床面は同日中に仕上げ、数日にわたる場合はジョイント部分に
覆いをかけるなどの対策を行ってください。
● フェルトグリッパー工法の場合はピン先をつぶしてください。
けがの原因となります。
● 延伸工具で四方均等にテンションをかけて施工してください。
延伸が不十分だと施工後にたわみが発生する可能性があります。
● ジョイントの場合は、
パイル抜け防止の為、必ず接着剤で目止めを行ってください。
●
●

●

●

ボーイング現象について
カーペットは巾方向に若干の蛇行が見られます。
製造中の中央部と端部への張力のかかり具合の差によって生じるもので、
製法上の
特性としてご理解ください。
遊び毛現象について
パイル組成表示が
「ウール･アクリル･ポリエステル」
の商品は紡績糸
（短繊維を絡め撚り合わせた糸）
を使用しており、
その特性上、
しばらくの間遊び毛が出ます。
また、紡績糸使いのカーペットの日常メンテナンスは、掃除機の回転ブラシは使用せず、吸引を主体
に行ってください。
※特に
「紡績糸使い」
で
「カットパイル」
の商品はご注意ください。

■ 保管上のご注意
●

運搬途中で折らないでください。折りジワが残ったり、施工後の
「伸び」
の原因となる可能性があります。

● カーペットは梱包を解かずに、
平坦な場所に寝かせて保管し、
上にものを積載しないでください。
また雨水などによる水濡れを避けて

ください。変形、変質、変色、汚染、
たわみやパイルのへたりなどの原因となります。

■ 使用上のご注意

カーペットのたわみ、
めくれ、
ジョイントのほつれなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び、
美観を損なうほか、転倒事故を招く可能性があります。特に階段でのたわみなどは、
つまづきによる転倒事故に繋がりやすく注意が
必要です。
● パイルがほつれた場合、
ほつれの伝線を防ぐ為にもすぐにハサミでカットしてください。
● 長時間直射日光の当たる場所では、
パイルが褐色を帯びたり、褪色する可能性があります。必ずカーテン、
ブラインドなどで日よけを
してください。
● タフテッドカーペットに使用している合成ゴム
（ラテックス）
やジュート
（麻）
は臭いを発生させる事がありますが、
数日間十分な換気を
行うことで解消されます。
● パイル素材には固有の臭いがあります。
特に新しく施工した際は臭いが発生しやすいので換気を心掛けてください。
● オゾンを発生させる空気清浄機が使用される場所や窒素酸化ガスの影響を受けやすい場所等ではパイルが変色する場合があります。
● 木床など滑りやすい床面に置き敷きする場合は、
すべり止めシート
（別売）、
すべり止めテープ
（別売）
などをご利用ください。
● 巻き癖が残っている場合がありますが、
時間の経過と共に解消します。
● 結露水はパイルを変色させたり、
カビを発生させる原因となります。
こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
● 天然素材である麻やウールは、
素材の性質上、色落ちする場合がありますのでご注意ください。
● ゴム製品や家具などの保護用ゴム材、
塗料、防腐剤、防虫剤などによって、
カーペットが汚染されて変褪色をまねく恐れがあります。
● 家具の脚やハイヒールなどの突起物による局部荷重はへこみ跡の原因となります。
●

■ メンテナンスについて

汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたものでたたくように拭き取ってください。
洗剤を使用した場合は、
かたく絞ったタオルで水拭き
してください。
塩素系の洗剤や化学薬品を使用すると、
パイルが変褪色する恐れがあります。
● 汚れが付着したらできるだけ早く除去してください。
時間が経過するほど、除去しにくくなります。
●
●

● くも現象について

カットパイルは使用中にパイルの方向が部分的に異なり、
雲状のムラのように見える事があります。
「くも」
現象やシェーディング
（日陰・
明暗）
と呼ばれるものであり、
パイルが長く、濃い色合いのカーペットに起こりやすい現象です。
これはカットパイルの性質であり、
商品の欠陥ではありません。特にウールに代表される天然素材パイル商品はご注意ください。

機能性マーク一覧

R

日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。
泡雪、風花は非防炎です。

ソイルガード
（Soil Guard）
は、撥水・撥油処理がしてあり
ますので、汚れをうけつけにくくなっています。

パイルやラテックス等に帯電防止加工をしたカーペット、
又は繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペット
です。

ソイルハイド
（Soil Hide）
は、
繊維の異形断面構造が、
光を
反射、
吸収、
透過させ、
汚れが目立ちにくくなっています。

抗菌試験 JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上を
クリアした商品です。
基布に抗菌加工を施しています。

製品の素材・パイルの目付・耐摩耗性のデータなどから総合的に
判断し、重歩行・中歩行・軽歩行の3段階にランク分けしています。
抗菌試験JIS Z 2801結果に基づき抗菌活性値2.0以上を （自社基準）
クリアした商品です。
ラテックスに抗菌剤を練り込ませるこ
通行量の少ない場所に適しています。
とで、
抗菌効果が長く続く商品です。
居間、
寝室、
子供部屋などの一般家庭用です。

パイル糸を糸洗いすることにより、
より鮮やかで深みのある
色彩が得られます。

安全性・持続性に優れた防ダニ加工を基布に施したカー
ペットです。
※ファミタ®・ループは不織布に防ダニ加工を施しています。

ブリティッシュウールマーク
英国羊毛を50％以上使用し、英国羊毛公社（BWMB）
の
品質基準に合格したカーペットです。

床暖房のフローリングの上にも貼り付け可能な商品です。

サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F

TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、
ホテルの客室・レストランなどに適しています。
通行量の多い場所に適しています。
学校、
病院、
銀行、
オフィ
スなどの業務用です。

サンゲツ名古屋ショールーム

サンゲツ大阪ショールーム

サンゲツ福岡ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11

TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ仙台ショールーム

サンゲツ金沢ショールーム

サンゲツ広島ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F

TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

カーペットの耐久性について
（歩行マーク）

TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

0570で始まる電話番号は、
市内通話
料金にてご利用いただけます。

TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

東北支社

北関東支社

東京支社

中部支社

〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F

〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

関西支社

中国四国支社

九州支社

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11

TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

［東北支社］北東北営業所／福島営業所

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

［北関東支社］前橋営業所／宇都宮営業所／新潟営業所／水戸営業所／長野営業所

［東京支社］東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
［関西支社］京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

［中部支社］岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
［中国四国支社］岡山営業所／四国営業所

［九州支社］北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室

TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

見本帳について

● 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
● 掲載商品の価格及び仕様は、
当見本帳発行時
（2020年9月）
のものです。
経済変動、
品質の改善により、
やむを得

ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。
ご注文の際は、
販売店あるいは弊社営業窓口にご確認い
ただきますようお願い申し上げます。
● 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、
保証値ではありませんのでご了承ください。
● 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、
転載することを固くお断りいたします。
● 表示価格は標準材料価格であり、
消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、
しかるべき資格を有する産業廃棄物処
理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2020年9月
発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2023年9月

＊見本帳の有効期限は、
都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

