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ファインタイル のご提案 

 

【１】 従来の課題 

従来、タイルメーカーから提案されている保護剤として、 

UV コーティング剤や各種樹脂系コーティング剤などが 

塩ビ系タイルの表面に処理されていますが、いずれも硬 

度が４H～６H位しかないため、耐摩耗性に劣ることや 

砂塵や土砂などによる引っ掻きに弱いなどから施工直後 

は良いものの、時間の経過ともに光沢劣化や縦傷の発生、 

それに伴う汚れの付着、黒ずみなどが発生し、著しく美観 

を損ねる結果になっています。 

 

 

【２】 FCファインタイルについて 

FC ファインタイルとはこの塩ビ系タイルの表面にガラス系 

塗膜を形成し、高光沢、長期光沢維持性、耐汚染性などを 

付与させた商品になります。つまり塩ビ系タイルでありなが 

ら表層部にセラミックタイルに近い被膜を形成するため、 

塩ビ系タイルが持つ低コスト、汎用性、歩行性、安全性と、 

セラミックタイルが持つ高級感、高光沢、長期光沢維持性 

などを併せ持つ画期的なタイルとなります。商品としては 

艶ありと艶なしの 2種類をラインナップしております。 

                                                        

 

【３】 主な特長 

（１） 高品質感： 

塩ビ系タイルの表面に薄いガラスの膜を貼ったような高品質な仕上がりになり、その状態を 3年位

と長期に渡って維持します。また、耐水性、耐アルコール性、耐油性、耐薬品性などに優れているた

め、汚れが付き難く、付いても簡単に落ちるのも特長です。そのため、いつも綺麗な状態で管理する

ことが出来ます。 

（２） 維持管理費の削減が可能 

ワックス掛けのような定期清掃、剥離作業、更には日常清掃についても簡素化出来るため、維持管

理費の大幅削減が可能となります。 

（３） 環境に優しい 

基本的に一度、施工を行うと剥離が必要ないため、廃液処理が不要となります。また、ワックス掛

けのような定期清掃が必要ないため、電気、水道、ガスなど限りある資源の有効利用が可能となりま

す。更には出発原料がシリコーン、シリカを主成分としているため、脱化石燃料の観点からも環境に

適した商品となります。 

 

 

 



（４） 常に綺麗な状態で管理できる 

前述した通り、各種液剤、例えば油や各種飲食物、その他の汚れによって被膜がダメージを受けな

いため、汚れが付き難く、付いても簡単に落とすことが出来ます。そのため、常に綺麗な状態で管理

することが出来ます。 

 

【４】 光沢維持性の評価 

 JIS テーバー形摩耗試験機などで一般的な UV コーティング剤や各種樹脂系コーティング剤と、弊社

FC コートを比較すると、FC コートの方が明らかに耐摩耗性に優れています。また、実際の商用施設等

の床では、細かい砂塵等や土砂などが歩行者の靴底と床との間に介在するため、磨耗の条件がやや異な

ってきますが、これらの評価においても FC コートの方が優位な結果が得られています。具体的には、

実際の商用施設の床では傷が入った後にその傷に汚れが侵入し、黒ずみなどの原因となり、著しく美観

を損ねる点や什器や台車のような硬いもので引っ掻くことによる縦傷等の発生により、美観を損ねてい

きます。これらにおいても FCコートの方が優位な結果が得られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図-１. 目視結果  

 

 

 

 

（２）試験結果 

図-1. の通り、サンプ 1とサンプル 3の高光沢、低光

沢 FC コートは黒鉛の残存は少ないものの、UV コート

のサンプル 2 と 4 は黒鉛の残存が多く、目視でタイル

の黒ずみが多くなり、美観を著しく損ねている状態で

あることが分かります。 

#1 (高光沢 FC) #2 (高光沢 UV) 

#3 (低光沢 FC)

コート) 

#4 (低光沢 UV) 

 

【５】防汚試験結果 

（１）試験方法 

【４】の耐摩耗試験にて光沢劣化したサンプルに、鉛筆 (三菱鉛筆 Hi-

uni) を削った粉（カーボン）を散布し、ティッシュペーパーにて擦り

付け、その後、再度きれいなティッシュペーパーで拭き取って、表面

の状態を目視にて観察しました 。その結果を下記に示します。 



【６】引っ掻き試験 

（１）試験方法 

ステンレス製のワイヤーブラシ (図-2.) に 1kgの重りを載せ、塗膜の上で 50回往復させて傷を加

え、目視にて表面の状態を観察しました 。その後、【５】の防汚試験と同様の方法で黒鉛を擦りつけ、

表面の状態を目視にて観察しました。 

 

図-2. 使用したステンレス製のワイヤーブラシ 

  

 

（２）試験結果 

図-3. 傷の状態 

 

 

 

  

 

#1 (高光沢 FC) #2 (高光沢 UV) #3 (低光沢 FC) 

#4 (低光沢 UV) 

 

図-3. の通り、サンプル 1と 3の高光沢と低光沢

の FCコートは傷の発生は殆ど見られないものの、サ

ンプル 2 と 4 の UV コートは深い縦傷が多く入って

おり、目視で美観が損なわれていることが確認され

ています 



【７】耐汚染性の評価 

 

図-4. 黒鉛散布後 

 

 

 

以上の通り、実際の店舗では砂塵や土砂の巻き込みや汚れの付着など、様々要因が重なり、床の美観

が損なわれていきます。耐摩耗性について FC コートの方が優位であることは当然ながら、歩行によっ

てできた傷の発生や、その傷への汚れの侵入、黒ずみ特性、並びにそれによる汚染度は、明らかに FCコ

ートの方が優位であることが確認されております。理由は、UVコートや各種強化型コーティング剤の方

が FCコートに比べて柔らかく、引っ掻き試験やせん断荷重に弱いということに起因します。そのため、

UV コートは深い傷が入りやすく、その中に汚れが詰まりやすいといった問題を引き起こします。UV コ

ートは柔軟性には富んでいるものの、硬いもので引っ掻いたり、せん断荷重を受けたりすると、これに

深い傷が入り、汚れが詰まり、黒ずみの発生となり、美観を著しく損ねていきます。従来、清掃業界に

おいて多種多様な UVコーティング剤や樹脂系強化型コーティング剤がラインナップされてきましたが、

その殆どが実用化に至っていないのはそのような理由に起因します。 

 

 

 

 

 

 

図-4. の通り、【５】の防汚試験と同様に、サンプル

1 と 3 の高光沢と低光沢 FC コートは黒鉛による黒ずみ

は目立たないものの、サンプル 2と 4の UVコートは傷

の中に黒鉛が侵入し、美観を著しく損ねていることが分

かります。 



【８】コストシュミレーション（ファインタイルの場合） 

 ＊施工面積： 1000㎡ 

 ＊場所  ： 食品スーパー 

 樹脂強化型 

コーティングタイル 
セラミックタイル ファインタイル 

初年度経費 

＊タイル：2500 円/㎡×

1000 ㎡＝2,500,000 円 

＊貼り費：1000 円/㎡×

1000 ㎡=1,000,000 円 

  小計：3,500,000 円 

＊6000 円/㎡×1000 ㎡＝

6,000,000 円 

＊タイル：2500 円/㎡×

1000㎡＝2,500,000 円 

＊貼り費：1000 円/㎡×

1000㎡=1,000,000 円 

 小計：3,500,000 円 

2年目 

＊ワックス塗布：80 円/㎡×

1000㎡×12回=960,000円 

＊ワックス剥離；150円/㎡×

1000㎡=150,000 円 

 小計：1,110,000 円 

 

 

― 

＊600 円/㎡×1000 ㎡＝

600,000 円 

3年目 〃 － 〃 

4年目 〃 － 〃 

5年目 〃 － 〃 

5年累計 ７,940,000 円 6,000,000 円 5,900,000 円 

 

【９】コストシュミレーション（預かりタイルの場合） 

 ＊コーティングのみ（タイルや貼りは含まず） 

 樹脂強化型 

コーティングタイル 
セラミックタイル 預かりコーティング 

初年度経費 
600円/㎡×1000㎡ 

=600,000 円 

 800円/㎡×1000㎡ 

＝800,000 円 

2 年目 1,110,000 円  600,000 円 

3 年目 〃  〃 

4 年目 〃  〃 

5 年目 〃  〃 

5 年累計 5,040,000 円  
3,200,000 円 

（約 36%削減） 

 

 



【９】最後に 

以上の通り、品質面、イニシャルコスト、ランニングコスト、環境適合性など、全ての面において UVコ

ーティングや各種樹脂強化型コーティング剤、並びにセラミックタイルより優れていることが分かりま

す。つまり高品質な仕上がりが得られ、汚れが付着することなく、いつまでも綺麗な状態で管理出来、

イニシャルコストやランニングコストも安価となり、環境にも優れたメンテナンスシステムとなります。

何卒、ご検討頂きたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈 既存店舗の写真 〉 

 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 



〈 ファインタイルの写真 〉 

 

 

   

 

 

      

 

 

   

 

 


