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業界コンパクトサイズでありながらしっかり浄水。

キッチンの常識を変える新しい浄水のカタチ。

新浄水システム

ブランチ

東レグループ製品

アンダーシンク型浄水器／人工芝／機能性人工芝

人工芝 スパックターフ®

・意匠性に優れたMD-PE をはじめ、住宅向け商品を取り揃えました。

・天然芝のようなメンテナンスが不要で、手間を掛けず美観を維持します。

・直毛糸と捲縮糸の多色2層構造で天然芝に近い意匠性と踏み心地を両立します。

お庭の景観づくりから、ベランダ・屋上等の緑化まで用途に応じて安心・安全な空間を演出します。

遮熱・断熱性に優れた人工芝「テクノヒートリフレクトTM」

6機能で快適な住空間をサポートする「クリーンマトリックス」

スパックターフ®MD-PENEW

品番 タイプ パイル素材 / 形状 パイル長（mm） 巾（m） 長さ（m） 用途

①MD-PE レギュラー /リアルタイプ ポリエチレン /2層構造 35( 全厚 38) 1.8 15 庭・ベランダ・屋上他

②NL レギュラー /定番仕様 ナイロン / TST 加工糸 6（全厚 7） 1.8 / 1.2 / 0.9 20 ベランダ・パターコース

③WK 透水仕様 ナイロン / TST 加工糸 6（全厚 10） 1.8 20 屋上・ベランダ

④ベラコニーND ジョイント式・樹脂製架台付 ナイロン / TST 加工糸 8（全厚 22） 0.308 0.308 屋上・テラス

品名

①THR  MD-PE

②CM  NK

③CM  MD-NY

④CM  ATS

⑤CM  AX

パイル素材/形状

ポリエチレン/直毛糸/捲縮糸

ナイロン/TST加工糸

ナイロン/直毛糸/捲縮糸

ナイロン/カール糸タイプ

ナイロン/カール糸タイプ

防災試験認定番号

E 2210087

E 2210123

E 2210122

E 2210124

E 2210125

制電性

○

○

○

○

○

パイル長（mm）

35（全厚38）

8（全厚9）

30（全厚32）

6（全厚8）

8（全厚9）

巾（m）

1.8

1.8/0.9

1.8

1.8

0.5

長さ（m）

15

20

15

20

0.5

材質：ナイロン

※その他サイズはお問い合わせください。※上記商品は防炎認定品です。

ブライトグリーン ディープグリーン

「CLEAN MATRIX®」は、金属イオンの働きにより、菌・ウイルス・アレルゲンなどを抑制する

他、不快な臭いの成分も吸着・分解するオールインワンの効果を発揮します。また、天然鉱物

系の構造から安全性にも優れています。

・いろんな水栓が浄水器に大変身。

直毛糸と
捲縮糸の多色
2層構造で天然芝に
近い意匠性と踏み心地を両立

機能性人工芝 NEW

宇宙航空で開発された、素材技術を応用して生まれた遮熱・断熱人工芝。

清潔で安心・快適な空間を創り出す「クリーンマトリックスシリーズ」

商品紹介動画はこちらから▶https://youtu.be/3OPYIohL2T4

※東レ調べ

浄水器カートリッジ　品番：SKC88.X

4,000ℓ/年間使用できるたっぷり設計
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東レグループ製品

機能性バルコニータイル／ひび割れ・剥落抑制材／外装タイル剝落防止工法／ペフシート／防露断熱材／保温ジャケット

1.着脱が可能な設計

・工場で製作した保温ジャケットを現場で簡単に短時間で取付が出

来るため、工期短縮が可能です。

2.省エネ効果が期待出ます

・保温ジャケットを取り付けることで、熱エネルギーの放散を防ぎ、燃

料費の節約ができ、省エネの効果を発揮します。

3.あらゆる装置、機器、配管に取付が可能

・バルブ、配管をはじめ、熱交換器、タンク、成形機等にフィットするよ

うに設計し、製作致します。

4.広範囲の温度で使用が可能

・対象物の温度によって、表面材、裏面材、断熱材、糸、製品の止め方

を適した素材から設計します。ー20℃から200℃の範囲であれば

対応可能です。 ■主な用途例

1.スチーム配管、バルブ用：80℃～200℃

　蒸気100℃～200℃での保温カバーです。空調設備のバルブや配

　管に適しています。

1.凍結防止用：ー20℃～20℃

　屋外ポンプや配管等の凍結防止を目的とした保温カバーです。

3.冷温水用：ー5℃～80℃

　結露防止や温水の保温を目的とした保温カバーです。

■基本構成

ペフ保温ジャケット
保温ジャケットはあらゆる機器・配管に装着可能な、断熱（省エネ）、遮熱（熱中症対策）、保温（凍結防止、

結露防止）機能を有した商品です。様々な使用目的に応じて材料から選定、設計、製作致します。

トレクールライト 熱画像（打ち水前） 熱画像（打ち水直後） 熱画像（打ち水40分後）

表面

60.5℃

表面

35℃

表面

34.5℃

厚さ（mm） カラー長さ（m）

4

2

アイボリー、ライトグレー95

97

幅（mm）

870
ライトグレー

金属屋根用耐候性防露断熱材

ペフエコード®

■特殊表面加工により

・耐候性能の向上（紫外線に強い）

・防滴性能の向上（結露水の滴下が発生しにくい）

・防傷性能の向上（輸送・施工時キズが入りにくい）

■主な用途例

・カーポート

・駅プラットフォーム

・トラックヤード

約20年相当の紫外線照射試験で目視での

表面劣化は見られません。

表面材：ガラスシリコンクロス 耐熱温度：200℃

断熱材：グラスウールマット 耐熱温度：400℃

裏面材：ガラスシリコンクロス 耐熱温度：200℃

バルコニーを快適かつ安全に過ごすことの

できる人と環境にやさしいタイルです。

国土交通省建築工事監理指針に掲載。

機能性バルコニータイルトレクールライト ®

品名 色 高さ（mm） 縦（mm） 横（mm） 防炎認定

トレクールライト
①ダークブラウン

22 307 307 ◯
②ライトグレー

・ 透水・保水磁器タイルを使用しているため、雨のあと

もタイル表面に水溜まりができず、滑りにくく安全です。

・打ち水の効果の持続時間が長くなります。

材質：リサイクル磁器

この製品は地球に優しい

リサイクル素材で作られています。

すことの

①トレクールライト ダークブラウン

施工例

タフバインダー有り

タフバインダー無し

東レ・アムテックス株式会社製

湿式材料の「ひび割れ・剥落抑制材」

アラミン®タフバインダー®
・モルタル等湿式材料のひび割れ・剥落抑制効果を発揮。

・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。

・親水性に優れ左官工事の「鏝滑り」、「鏝切れ」を改善。

・練り混ぜ時の分散性に優れ均一で安定した品質を確保。

外装タイル剝落防止工法

ループボンド・タフバインダー工法®

開発から10数年、施工実績が100万m2を突破し、国からも高い評価を受けて

いる外壁タイル張りモルタル層の剥落を防止する「ループボンド・タフバイン

ダー工法®」。この工法は東レ（株）、工学院大学の難波名誉教授、（株）大林組

が共同開発しました。

架橋ポリオレフィンフォームの保温・保冷シート。

ペフシート

トーレペフは半硬質100％独立発泡の高発泡断熱材シートです。

柔軟性、保温・保冷効果、寸法安定性など兼ね備えています。

幅広い用途にご活用いただけます。

外壁タイル張りモルタル層とコンクリート躯体面との

界面で発生する剥落を防止します。

高機能ナイロン短繊維「タフバインダー®」により面連結性を有するタイル張り

モルタル層を「スーパーループボンド®、ループボンド®」により点支持でコンク

リート躯体に固定することで剥落を防止します。

繊維 サイズ（mm）用途 梱包内容量

15 1：3モルタル、１：２モルタル
タフバインダー
（ナイロン6） 100袋/ケース50g/袋10 1：２モルタル

5 1：1モルタル

タフバインダー®

混入モルタル

スーパーループ

ボンド®

ループボンド®

※片面粘着付き加工にも対応しております。詳細はお問合せください。

品番 発泡倍率巾（mm）

①30030 1,000 30倍

②30050 1,000 30倍

③30100 1,000

厚み（mm）

3

5

10

巻長さ（m）

100

200

50

色

ナチュラル/黒

ナチュラル/黒

ナチュラル/黒30倍

※本製品はロール状の製品です。


