
 

【製品改定実施日】2022 年 4 月 1 日（金） 

 

1．抗ウイルス性ノーワックス床シート「ロンリウム テクスクラウド CT」新発売 
  どの空間にも合わせやすい明るく柔らかな織物調。 

 グレーやベージュなどの使いやすい色から、鮮やかなパステルカラーまで幅広くラインナップ。 
 

厚さ 

（mm） 

幅 

（mm） 

長さ 

（m） 

標準材料価格 

（円/㎡） 
色数 掲載サンプル帳 

2.0 1,820 9 3,600 1 柄 10 色 CT シリーズ S コレクション vol.1 

※品番：TCC-7001～7010   
※専用溶接棒：3.6 ㎜φ×50m 巻 

   

2. 抗ウイルス性ノーワックス床シート「ロンリウム スラージュ CT」新発売 
 カーペットの上質な素材感を再現した、柔らかな繊維調のデザイン。落ち着きのある空間を演出します。 
 

厚さ 

（mm） 

幅 

（mm） 

長さ 

（m） 

標準材料価格 

（円/㎡） 
色数 掲載サンプル帳 

2.0 1,820 9 3,600 1 柄 5 色 CT シリーズ S コレクション vol.1 

※品番：SRC-7101～7105   
※専用溶接棒：3.6 ㎜φ×50m 巻 

 

3. 抗ウイルス性ノーワックス床シート「ロン StoneCT」新発売 
  モダンな空間を演出するスタイリッシュな石目柄 3 柄が新登場。 

優しく穏やかな質感のライムストーン。なめらかな表面形状でダイナミックな斑模様の大理石。清楚な美しさ

を携えた、透き通るような色合いのオニックス。 

それぞれモチーフの異なる 3 柄が飽きの来ない表情を創り出します。 
 

厚さ 

（mm） 

幅 

（mm） 

長さ 

（m） 

標準材料価格 

（円/㎡） 
色数 掲載サンプル帳 

2.0 1,820 9 4,400 3 柄 10 色 CT シリーズ vol.1 

※品番：STC-1001～1006，2001，2002，3001，3002   
※専用溶接棒：3.6 ㎜φ×50m 巻 

 

4. 発泡層付き抗ウイルス性ノーワックス床シート「ウェルリウム CT」新発売 
 アンダーレイ要らず、クッション性抜群の高機能床材。 

   アンダーレイなしで G 値 100 以下のすぐれた衝撃吸収性により、転倒時のケガを軽減したり、誤って物を落

とした場合の破損も最小限にとどめることができます。 
 

厚さ 

（mm） 

幅 

（mm） 

長さ 

（m） 

標準材料価格 

（円/㎡） 
色数 掲載サンプル帳 

4.5 1,820 9 6,000 3 柄 11 色 ウェルリウム CTvol.1 

※品番：WLC-1832，1836，1837，1811～1814，7001，7004，7005，7007   
※専用溶接棒：4.0 ㎜φ×50m 巻 

 



5．抗ウイルス性ノーワックス床シート「ロン MokuCT」新色追加 
  人気の木目柄に 3 種の新柄を追加。 

  自然な風合いで温かみのあるナチュラルオーク。落ち着いた上品さを携えたシックウォールナット。清潔感に

溢れ、スタイリッシュな空間を演出するアッシュ。全 6 柄 34 色とバリエーションが豊かになりました。 
 

厚さ 

（mm） 

幅 

（mm） 

長さ 

（m） 

標準材料価格 

（円/㎡） 
色数 掲載サンプル帳 

2.0 1,820 9 4,400 3 柄 14 色 CT シリーズ vol.1 

※新色品番：MKC-1811～1815，1841～1845，1861～1864   
※専用溶接棒：3.6 ㎜φ×50m 巻 

 

6．抗ウイルス性ノーワックス床シート「ロンリウム プレーン CT」受注条件変更 
  厚さ 2.0 ㎜品が全色常備在庫品、厚さ 2.5 ㎜品が一部受注生産品に変更となります。 
 

厚さ 

（mm） 
受注内容 受注条件 掲載サンプル帳 

2.0 全色常備在庫品 - 

CT シリーズ S コレクション vol.1 

2.5 一部受注生産品 
納期/2 週間、 

1 色につき 300 ㎡以上 

  ※厚さ 2.5 ㎜受注品番：3053CT，3056CT，3058CT，3060CT，3308CT，3510CT，3906CT 

   ※受注条件変更による製品規格・価格・品番等の変更はございません。 

 

7．抗ウイルス性ノーワックス床シート「ロンリウム マーブル CT」受注条件変更 
  厚さ 2.0 ㎜品が全色常備在庫品、厚さ 2.5 ㎜品が一部受注生産品に変更となります。 
 

厚さ 

（mm） 
受注内容 受注条件 掲載サンプル帳 

2.0 全色常備在庫品 - 

CT シリーズ S コレクション vol.1 

2.5 一部受注生産品 
納期/2 週間、 

1 色につき 300 ㎡以上 

  ※厚さ 2.5 ㎜受注品番：5027～5030CT，5033CT，5102CT，5116CT，5119CT，5307CT，5308CT，5612CT，5906CT 

   ※受注条件変更による製品規格・価格・品番等の変更はございません。 

 

8．一般用床シート「ロンリウム プレーン」受注条件変更 
  厚さ 2.5 ㎜品が全色受注生産品に変更となります。 
 

厚さ 

（mm） 
受注内容 受注条件 掲載サンプル帳 

2.5 全色受注生産品 
納期/2 週間、 

1 色につき 300 ㎡以上 
ロンリウム vol.1 

※厚さ 2.0 ㎜は全色常備在庫品です。 

※受注条件変更による製品規格・価格・品番等の変更はございません。 

 

9．一般用床シート「ロンリウム マーブル」受注条件変更 
厚さ 2.5 ㎜品が全色受注生産品に変更となります。 

 
厚さ 

（mm） 
受注内容 受注条件 掲載サンプル帳 

2.5 全色受注生産品 
納期/2 週間、 

1 色につき 300 ㎡以上 
ロンリウム vol.1 

※厚さ 2.0 ㎜は全色常備在庫品です。 

※受注条件変更による製品規格・価格・品番の変更はございません。 



 

10. 防滑性床シート「ロンマット ME マンション用」「ロンステップ ME」仕様変更 
耐候性の向上により、下記製品が半屋外対応から屋外対応へ変更となります。 
 

製品名 仕様 掲載サンプル帳 

ロンマット ME ホルツウッド 

屋外対応 ロンマット ME マンション用 vol.12 

ロンマット ME カステル 

ロンマット ME ジャスパー 

ロンステップ ME FZ エンボス防滑タイプ 

ロンステップ ME FZK エンボス防滑タイプ 

踊り場シート（ジャスパー） 

けこみシート 

  ※仕様変更による製品規格・価格・品番等の変更はございません。 

 

11．一般用床シート「ロン Moku」一部廃番 
 

厚さ 

（mm） 
色数 廃番品番 掲載サンプル帳 

2.0 4 色 MK-1803，1804，1853，1854 ロンリウム vol.1 

※MK-1801，1802，1805，1851，1852 は継続です。 

 

12～16. 販売終了製品 販売終了 
 

No. 製品名 色数 廃番品番 

12 ロンパティオ CT コリント 全 6 色 PCC-1201，1202，1203，1205，1206，1207 

13 ロンリウム ソメイユ CT 全 12 色 
SIC-4001 ， 4002 ， 4004 ， 4005 ， 4008 ， 4013 ，

4014，4016，4017，4019，4040，4045 

14 ロンプロテクト マーブル 全 6 色 PRA-5105，5140，5202，5588，5589，5598 

15 ロンリウム ナチュール 全 14 色 
NL-4001，4002，4004，4005，4006，4008，4013，

4014，4016，4017，4019，4040，4043，4045 

16 ロンリウム ウッディー 全 6 色 WD-6301，6302，6303，6304，6305，6307 

 

以上 


