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＼ちょっとだけ無垢もステキ／

pick up
WRF（ブラックウォールナット）

※写真はARF（アッシュ）です

リノベーション・フローリング
シリーズ



知っておきたい
RFシリーズの施工方法

ふつうのフローリングとはすこし違うから…

Q. どうして施工方法を守る必要があるの？

A. A.

Q. 施工に必要なものは？

使いどころを選ばないRFシリーズは利用しやすい反面、厚さ6ミ
リの無垢材のため、一般的なフローリングと比べると施工に少し
注意が必要です。施工方法を間違えてしまうと後でトラブルにな
ることも。しかし、ここでご紹介する手順に従って施工すればそ
んな心配も不要です。
（施工の際は製品に添付の施工要領書も必ず併せてお読みください）

RFシリーズは天然の無垢木材です。木材が本来持っている吸排湿の作用により伸縮
する性質を持っていますので、施工方法を守らないとフローリング同士がぶつかり
あって起きる突き上げ現象や、接着不良によるフローリングの反りやめくれなどの
施工不良につながる恐れがあるからです。

RFシリーズは通常の無垢フローリングに比べて薄いため、一般の釘を使用すると割
れるおそれがあります。そのため指定サイズのフロアー用ステープルを使用する必
要があります。また施工の際は必ず接着剤を併用してください。接着剤は上の写真の
接着剤のほか、ウレタン樹脂系１液型接着剤が使用できます。

下地は必ず捨て張り材が必要です。床下と
下地が乾燥しているか確認してください。
既存フローリングへの追い張りも可能です。

施工場所の気温が5℃以下の場合は接着不良
のおそれがあるため施工を控えてください。

開梱後は早めに施工してください。湿度が
高いと反りや膨張のおそれがあります。

フロアー用ステープル
肩幅 4mm／足長 25mm／接着剤付
（マックス 425MAフロア）

ウレタン樹脂系1液型接着剤
（オーシカ セレクティ UR-145）

クシ目ゴテ
（UR-145付属品）

必ず接着剤と
ステープル併用！

施工前に仮並べをして色・柄のバランスを
取ってください。

施工前の確認

下地面を清掃します。ホコリやゴミがあると
接着不良の原因になります。

※写真は既存フロアの上に施工する場合の例を示します

接着剤を下地に塗布します。接着剤はクシ目
ゴテで均一にならしてください。

壁際は壁面から3～5mmの隙間を開けて配
置します。（巾木の厚みにより調整します）

巾木で隠れる位置にステープルを打ち、
フローリングを固定します。

サネをステープルで固定します。長さ方向は150mmピッチで固定し、エンドマッチも1箇所固
定します。

ステープルの打ち込み角度は50～60°を厳守してください。タッカーのエアー圧は6～7kgf/cm2

（0.59～0.69MPa）を目安として調整します。

2枚目以降はサネを合わせて施工しますが、木の伸縮がある
為、ハンマー等で強く締め付けずに手で嵌め込む程度にして
ください。

壁際は3～5mmの隙間を空けて巾木で隠します。敷居や掃出
し窓は3～5mmの隙間を空けてコーキング処理または見切
り材で隠します。

見切り材を使う場合は見切り材を入れる側のサネを切り落
として3mm程度の隙間を空けます。見切り材は接着剤で固
定します。

施工方法

接着剤は均一に！

ステープルでの固定は確実に！

150mmピッチ

エンドマッチ1箇所固定

50～60°

6～7kgf/cm2
（0.59～0.69MPa）

3～5mm空ける

厚さ 6mm、リフォームに最適

ブラックウォールナット（Black Walnut）

WRF

ブラックウォールナットは世界三大銘木のひとつで、北米産広葉樹の中でも最高級の
木材として世界中から愛されています。木目の美しさ、深みのある色合いの素晴らし
さは芸術品とも言えるでしょう。

スタンダードグレード　KLUMPPオイル塗装（クリア）

PHFL0872 ¥36,000/ ケース　￥10,989/m2

グレード：スタンダード

サイズ：6×90×910mm ユニタイプ 40 枚（3.276m2）/ ケース

※一部、ワンピースタイプが入ることがあります。
※若干の小節・色差（白太など）・かすり・パテ補修があります。

スタンダードグレード　無塗装

PHFL0873 ¥33,000/ ケース　￥10,073/m2
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厚さが6mmのRFシリーズは既存フローリングの上にそのまま張っても建具などに
干渉しにくいサイズ※。既存フローリングを剥がさずに施工すれば工期や手間など
を大幅に削減可能です。また床だけでなく、天井・壁面にもお使いいただけるので
利用シーンを選ばずに様々なプランに対応します。

上質感あふれる高級な無垢材
RF シリーズには上質な樹種をラインナップ。特にチーク・ブラックウォールナット・
アッシュは銘木と呼ばれる高級品です。施工後は上質感にあふれ「無垢にして良かっ
た」と思えるでしょう。高級木ながら、厚さ 6mm・長さ 910mm とすることで比較
的リーズナブルな価格です。

新商品

（ブラックウォールナット）

RFシリーズリノベーション・フローリング

銘木の美しさが魅力のリフォーム向けフローリング

※建具・施工の状況により建具のサイズ調整が必要な場合があります。

5℃

梅雨時は
特に注意！

＜仮並べイラスト＞

3～5mm空ける

巾木 コーキング サネを
切り落とす

3～5mm空ける

見切り材

3mm程度空ける

突き上げ
反り・
めくれ

無機質なコンクリートの
壁面にアクセントを。

床全体に使用して、
素足で過ごしたくなる空間に。

RFシリーズで下がり天井を
魅せるデザインに。

＼ちょっとだけ無垢もステキ／
POINT❶

POINT❷ FLOOR

CEILING WALL



ほかにもいろいろ、
多彩な RFシリーズ

高級家具に使われる隠れた銘木アッシュ

見切り材

接着剤

リフォーム框　

TRF

WRF

９K ９T ９D

ウレタン塗装（着色）

サイズ：9×30×2,000mm
納 期：約 2週間

納 期：約 2週間

品　名：オーシカ　セレクティUR-145 （ウレタン樹脂系１液型接着剤）　F☆☆☆☆（４VOC基準適合）
入　数：20kg（５ｋｇ×４パック）／ケース　　施工範囲：約５０㎡／ 20kg

）付テゴ目シク（ スーケ/000,42：価　定

※1：タモ積層材の色合わせになります。　※2：ナラ積層材を使用しています。　※3：タモ積層材を使用しています。

※2

※１

※１

※3

9K-T-WC
10,200 円 /本

9T-T-WC
13,400 円 /本

9D-T-WC
14,900 円 /本

9K-T-TC
10,200 円 /本

9T-T-TC
13,400 円 /本

9D-T-TC
14,900 円 /本

9K-O-VCL
11,000 円 /本

9T-O-VCL
14,200 円 /本

9D-O-VCL
15,700 円 /本

9K-O-M
6,300 円 /本

9T-O-M
9,400 円 /本

9D-O-M
11,000 円 /本

9K-T-VCL
11,000 円 /本

9T-T-VCL
14,200 円 /本

9D-T-VCL
15,700 円 /本

9K-T-M
6,300 円 /本

9T-T-M
9,400 円 /本

9D-T-M
11,000 円 /本

LIVOSオイル塗装（クリア）

ウレタン塗装（着色）

無塗装

LIVOSオイル塗装（クリア）

無塗装

ORF

ARF

フローリングの定番

虎斑が特徴のオーク

「木の王様」チークを使ったRFシリーズの先駆け的存在

www.prairie.co.jp

《KLUMPPオイル塗装（クリア）》
PHFL0356　定価 30,000 円／ケース（9,158 円／㎡）

6×90×910mm　ユニタイプ 40 枚（3.276 ㎡）/ケース
※一部、ワンピースタイプが入ることがあります。
※かすりがあります。

《ウレタン塗装（クリア）》
PHFL0355　定価 28,000 円／ケース（8,547 円／㎡）

《無塗装》
PHFL0773　定価 27,000 円／ケース（8,242 円／㎡）

《KLUMPPオイル塗装（クリア）》
PHFL0768　定価 21,000 円／ケース（6,410 円／㎡）

6×90×910mm　ワンピースタイプ40枚（3.276㎡）/ケース
※若干の色差（白太など）・葉節があります。

《無塗装》
PHFL0769　定価 18,000 円／ケース（5,495 円／㎡）

《KLUMPPオイル塗装（クリア）》
PHFL0770　定価 20,000 円／ケース（6,105 円／㎡）

6×90×910mm　ワンピースタイプ40枚（3.276㎡）/ケース
※若干の色差（白太など）・葉節があります。

《無塗装》
PHFL0771　定価 17,000 円／ケース（5,189 円／㎡）

TRF

WRF
ブラックウォールナット VCL色 PKW-R92VCL

51,700 円 /本

102×165×1,950mm 102×165×2,950mm

PKW-R93VCL
74,400 円 /本

PKW-R92M
38,000 円 /本

PKW-R93M
55,000 円 /本

PKE-R92VCL
48,400 円 /本

PKE-R93VCL
71,000 円 /本

PKO-R92VCL
25,300 円 /本

PKO-R93VCL
38,900 円 /本

PKO-R92M
20,700 円 /本

PKO-R93M
31,800 円 /本

PKT-R92VCL
25,300 円 /本

PKT-R93VCL
38,900 円 /本

PKT-R92M
20,700 円 /本

PKT-R93M
31,800 円 /本

ブラックウォールナット 無塗装

チーク 無塗装

ナラ VCL色

チーク VCL色

ナラ 無塗装

タモ VCL色

タモ 無塗装

ORF

ARF

PKE-R92C
43,400 円 /本

PKE-R93C
64,700 円 /本

チーク C色

PKE-R92M
35,000 円 /本

PKE-R93M
51,700 円 /本

TRF

ARF

ORF

＜ORFの写真・2枚くらい・横位置・撮影する＞




