
お客様各位

新製品・改廃のお知らせ

平成２８年９月より実施予定

平成28年7月

日頃はタキロン床材製品に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、新製品の発売と一部品種の廃番をさせて頂くことになりましたので、その内容につきましてお知らせいたします。
何卒、御了承賜りますと共に、今後共一層の御引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

新製品 遮音・防滑性階段用床材

特長 ： 防汚性が向上し、タフスリップタイプRAと柄連動した、蹴込み一体型の防滑性階段用床材です。
品番 ： 6W-433,881,882,883,885,932,983 （全7色） 価格 ： 900タイプ　5,900円/枚　41,300円/ケース（7枚）
規格 ： 巾910/1,200mm×奥行500mm・総厚4.2mm　5R/10R 　　 ： 1200タイプ　7,900円/枚　55,300円/ケース（7枚）

ＲＡステップ６Ｗ

遮音・防滑性階段用床材

品番 ： 6C-433,881,882,883,885,932,983 （全7色） 価格 ： 900タイプ 　6,900円/枚　48,300円/ケース（7枚）
規格 ： 巾910/1,200mm×奥行500mm・総厚4.2mm　5R/10R 　　 ： 1200タイプ　9,200円/枚　64,400円/ケース（7枚）

RAステップ6C蓄光 （4月上市済）

（4月上市済）

超防汚性ビニル床シート

特長 ： 耐尿、耐洗剤に優れたトイレ用床材です
品番 ： NC-148,348,448,548,948,949 （全6色） 価格 ： 4,000円/㎡
規格 ： 巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.0mm 　　 （1,820mm巾 7,280円/m）

ネオクリーン （6月上市済）

遮音・防滑性階段用床材

特長 ： 階段最上段と廊下の柄合わせ用段鼻部材です。
品番 ： C5-433,881,883,885,983 （全5色） 梱包 ： 6枚入（階段際下段の蹴込みシートが同数同梱）
規格 ： 巾1,230mm×奥行150mm・総厚4.9mm・5Rのみ 価格 ： 8,700円/枚　52,200円/ケース（6枚）

コネクトステップ （4月上市済）

遮音・防滑性階段用床材

特長 ： タフスリップタイプTRと柄連動した踏み面のみの防滑性階段用床材です。
品番 ： MW-860,861,960,961 （全4色） 価格 ： 900タイプ　4,700円/枚　47,000円/ケース（10枚）
規格 ： 巾900/1,200mm×奥行320mm・総厚4.2mm 　　 ： 1200タイプ　6,260円/枚　62,600円/ケース（10枚）

タキステップMW

受注生産品

ドレーンレールプラス専用ホース固定材

品番 ： DP-700,800,900 （全3色） 規格 ： 巾51mm×奥行36.5mm×高さ30mm
 価格 ： 12,000円/ケース（20個入）

DSホルダーマルチタイプ （2月上市済）

遮音・防滑性階段用床材

品番 ： 6Y-433,881,882,883,885,932,983 （全7色） 価格 ： 900タイプ 　5,900円/枚　41,300円/ケース（7枚）
規格 ： 巾910/1,200mm×奥行500mm・総厚4.2mm　5R/10R 　　 ： 1200タイプ　7,900円/枚　55,300円/ケース（7枚）

RAステップ6Y黄色段鼻 （4月上市済）受注生産品

防滑性ビニル床シート

品番 ： TG-860,861,960,961 （全4色） 
規格 ： 巾78mm×長さ1,500mm・厚さ4.2mm 価格 ： 2,250円/枚

レッツステップ専用　テープ付き側溝外側用シート（Ｈ27年10月上市済）

防滑性ビニル床シート

品番 ： MR-860,861,960,961 （全4色） 価格 ： 3,750円/㎡
規格 ： 巾1,820/1,350mm×長さ10m・厚さ2.5mm 　　 （1,350mm巾 5,070円/m）（1,820mm巾 6,830円/m）

タキステップMW用　踊り場用シートMR （タキストロンMR）

9月
上市

抗菌・耐動荷重性ビニル床シート

特長 ： 耐動荷重性と特殊防汚コーティングによる、防汚性に優れた屋内用床材です。抗菌性も有しています。
品番 ： DK-472,772,872,972,973 （全5色） 価格 ： 4,200円/㎡
規格 ： 巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.0mm 　　  （1,820mm巾 7,650円/m）

ネオガード 9月
上市

9月
上市

階段蹴込み部分用床材

品番 ： CW-860,861,960,961 （全4色） 価格 ： 3,350円/㎡
規格 ： 巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.1mm 　　 （1,820mm巾 6,100円/m）

タキステップMW用　蹴込みシートCW 9月
上市



防滑性ビニル床シート

　　　　　　 ： RA-882,932 （標準色） 価格 ： 3,750円/㎡
　　　　　　 ： RA-824,834,835,922 （受注生産色） 　　  （1,820mm巾 6,830円/m）
　　　　　　 ： 1,250mm巾 　　  （1,620mm巾 6,080円/m）
 　　  （1,350mm巾 5,070円/m）
規格 ： 全11色　巾1,820/1,620/1,350/1,250mm×長さ10m・厚さ2.5mm （1,250mm巾 4,690円/m）

タキストロン タフスリップタイプ RA （4月上市済）仕 様
変 更

機 能
追 加

受 注
条 件

廃 番

〒461-0004  名古屋市東区葵1-19-30（マザックアートプラザ） TEL（052）979-4750  FAX（052）937-5330

〒812-0011  福岡市博多区博多駅前3-25-21（博多駅前ビジネスセンタービル）

新たな機能として、防藻性を追加しました。

（9月1日実施）

色追加

巾追加

防滑性ビニル床シート

　　　　　　 ： CX-851 （標準色） 価格 ： 4,950円/㎡　（1,820mm巾 9,010円/m）
 規格 ： 全6色　巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.5mm

タキストロン タフスリップタイプCX
色追加

防滑性ビニル床シート

色調を刷新し、価格も改定しました
　　　　　　　ADT-71　→　AD-711 　　 ： 4,150円/㎡　→　3,750円/㎡
　　　　　　　ADT-81　→　廃番 　　  （1,820mm巾 7,560円/m　→　6,830円/m）
　　　　　　　 　→　AD-813（新色） 　　  （1,350mm巾 5,610円/m　→　5,070円/m）
　　　　　　　 　→　AD-814（新色）
　　　　　　　ADT-91　→　AD-912 規格 ： 全5色　巾1,820/1,350mm×長さ10m・厚さ2.5mm
　　　　　　　ADT-92　→　AD-913

タキストロン タフスリップタイプ BILNO

品番変更
色追加
廃番

価格変更

9月
上市

上市
9月

防滑性ビニル床シート

お求めやすい価格に改定いたしました 
　　　　　　 ： 3,700円/㎡　→　2,950円/㎡　　（1,820mm巾 6,740円/m　→　5,370円/m）

タキストロン タフスリップタイプ GK

価格変更

（9月1日実施）

防滑性ビニル床シート

　　　　　　 ： 3,700円/㎡　→　3,950円/㎡　　（1,350mm巾 5,000円/m　→　5,340円/m）

レッツステップ専用　廊下・踊り場用シートTR
価格変更

（9月1日実施）

超高輝度・長残光蓄光式標識

　　　　　　 ： Ⅰ類該当品を追加しました。

ルミセーフサイン

防滑性ビニル床シート タキストロン タフスリップタイプ LB・LX

新たな機能として、耐候性を追加しました。（屋外使用可）

（9月1日実施）防滑性ビニル床シート タキストロン タフスリップタイプ ST

① 納期 ： 翌々日　→　翌日出荷OK　　　　② 1250mm巾カットの追加

（1月上市済）ECOサイズカットシステム

数量 ： 各色200枚以上　　→　　各色50枚以上

（9月1日実施）遮音・防滑性階段用床材 タキステップ5W受注カラーシステム

数量 ： 各色100枚以上　　→　　各色50枚以上

（9月1日実施）遮音・防滑性階段用床材 タキステップ5W受注カラーシステム（PRENTO対応色）

特注巾 ： 各15枚以上 → 各10枚以上 、 納期2ヶ月 → 4週間

（9月1日実施）遮音・防滑性階段用床材 レッツステップSW

新たな機能として、防カビ性を追加しました。

（9月1日実施）遮音・防滑性階段用床材 レッツステップSW
（9月1日実施）防滑性ビニル床シート レッツステップ専用　廊下・踊り場用シートTR
（9月1日実施）階段蹴込み部分用床材 レッツステップ専用　テープ付蹴込みシート CS
（9月1日実施）防滑性ビニル床シート レッツステップ専用　テープ付側溝外側用シート TG

品番 ： QA-886,984,985

（9月実施予定）（一部品番）（受注生産色）防滑性ビニル床シート タキストロン タフスリップタイプ QA

（9月1日実施）（全品番）

（全品番）

（全品番）

（全品番）

防滑性ビニル床シート タキストロン タフスリップタイプ UA
（9月1日実施）ポリオレフィン系床シート ベルスシートVF
（9月1日実施）ポリオレフィン系樹脂巾木 ベルス巾木
（9月1日実施）ポリオレフィン系樹脂系床溶接棒 ベルスシート床溶接棒

（全品番）（9月1日実施）ドレーンレールプラス専用ホース固定材 DSホルダー
（全品番）（9月1日実施）ウレタン樹脂系一成分形耐水接着剤 タキボンド＃608
（全品番）（9月1日実施）アクリル樹脂系エマルション形接着剤 タキボンドE30

アイテム追加

（3月上市済）

※表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。詳細は営業窓口へお問い合わせください。
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