
フローリングでもカーペットでもない新感覚床材の
施⼯・リノベーション

これまでにない
"新感覚"

全ての施設と環境へ
上質な安全と快適を

ご提案

人に環境にペットにも優しい

環境床材は人々の暮らしと

社会を支え明るい

未来へ貢献します



・硬くツルツル滑って危険！

・耐久性がいまひとつでランニング

コストが高くつく

・汚れや臭いがしみついてとれない

・メンテナンス費用が高くつく

・デザインや質感に不満がある等

このような不満やお悩みを全て解消します！

施設の床 不満 お悩み



おすすめする理由
■ 五感で感じる心地よさ
人が施設へ訪れた時に感じる心地よさとはなんでしょう。
・視覚から入ってくる美感、清潔感・嗅覚で感じる香り
・聴覚で感じる音・触覚 触れて感じる感覚
この触覚を唯一感じさせるのが床です。
人が施設へ一歩足を踏み入れた瞬間、足裏から伝わる心地よさは訪れた人々に
快適と安心感を与えます。

■ 安全・安心・快適な環境づくり
来客者や施設へ携わる全ての人が触れるている場所が床です。
その床をストレスフリーにする事が笑顔と健康につながります。
安全→安心→快適環境 を築きます。

■ 足元から お も て な し
安全かつ清潔感ある上質な床は来客者の施設・企業イメージと付加価値を高めます。



カーペットでもフローリングでもない
新感覚床材とは？

繊維床材の特徴

●衝撃緩和性
●優れた遮音・吸音性
●多様な色柄・デザイン性
●空調コストの軽減

●疲れない歩行性・クッション性

硬質床材の特徴

●間便なメンテナンス性

●台車、車椅子などの移動性

●強さ、耐久性

安心と信頼の実績

●国内販売実績30年、納入実績300万㎡

●10年間磨耗保障の実現

●確かな防炎・静電性・抗菌性

フローリングやカーペットに変わる第三の床材
( 繊維床材と硬質床材の特徴に防炎・静電・抗菌・経済性をプラス )



これまでの床材に無い優れた特長
■ 抜群の耐久性とメンテナンス性
パイル糸に耐久性と耐摩耗性に優れたナイロン66繊維を使用。約7000万本以上/㎡の超高密度植毛が驚
異の耐久性と復元性を実現します。またフロッキー加工により、パイルが防水性のあるＰＶＣバッキン
グ層に直立固定されているので、パイルの根元の汚れも、水洗いやシャンプークリニングで落とすこと
ができます。

■ 環境にやさしいリサイクルタイルバッキング
ロボフロアータイルは、再生原料をバッキング材に使用し、環境に配慮した資源の有効利用を
行っ ています。グリーン購入法適合商品。

■ 安心して使える抗菌性能とアレルギー物質抑制効果
抗菌剤「サニタイズドＳａｎｉｔｉｚｅｄ」の使用により、幅広い抗菌性能で繊維上の菌の増
殖を抑える効果があります。通常のパイルカーペットや硬質床材と比較して、ハウスダストの
舞い上がりが少なく、アレルギー対策に有効であることが英国アレルギー財団により認定され
ています。

■ 素晴らしい防滑性と優れた遮音・吸音性能
手触りもスムーズなベロアタイプの表面は、やわらかい歩行感に加え、防滑性と遮音・吸音効
果で、静かな環境を作ります。

■ 自由なフロアーデザインでニーズに応えます
オフィス・学校等公共施設や医療、福祉施設などに求められる、さまざまな環境に対応したデ
ザインとカラーの組合せでお応えします。



リアルで上質なデザイン・豊富なカラーバリエーション



B&BFLORからのご提案
■ ボーディングブリッジを代表に優れた耐久性を必要とする商業空間に
求められる全てのニーズに応えられる床材に。
年間1800万人以上のお客様が利用するボーディングブリッジ（飛行場搭乗橋）において優れた耐久性を発揮。汚れ
がつきにくく、水洗いクリーニングも可能。また、滑りにくく、利用者の足を疲れさせないソフトな 踏み心地など、
あらゆる面で満足できるカーペットです。

・ 大型商業施設 医療・福祉施設 教育施設 ホテル 旅館
・ レストラン、カフェ、食料品イートイン、
・ カーショールーム等全面ガラス貼りのショールームにも変色しにくい染色堅牢度
・ 食料品売場での水、油の持ち出しを抑制するバックヤード出入口、水産対面床材に。

■ 学校・幼稚園、老健・病院など静かな音環境と安全性が求められる床へ
安全性が求められる施設にも最適な床材です。
滑りにくいソフトなクッション性と疲れない快適な歩行性は転倒防止となります。
もしもの転倒時には衝撃や衝突によるエネルギーを分散・吸収、転倒時の衝撃をやわらげてくれます。

■ 愛犬との暮らしにも「安全」「安心」「快適」をお届けします。
愛犬との暮らしにあったらいいなと思う設備はなんですか？→ 63％が犬にやさしい床材を第一に要望
ペットショップ、ペットホテル、ペットサービス施設汚れに強く優れた抗菌性・メンテナンス性で人もペットも滑
らない安全・安心な環境をつくります。



他繊維床材との材料コスト比較

※ロボフロアーは初期費用は高いが、ランニングコストを考えると3年目より大きく逆転。
※繊維床タイルは磨耗以上に、汚れが落ちなくなり美感上の面で貼り替えが頻発。メンテナンスは必要であるが、
商品により費用と時間で大きな差が発生。
※国内販売実績30年。あらゆるコントラクト空間のニーズに応えた納入実績（300万㎡）であっても1物件も磨
耗保障対象での貼替えはありません。



トータルコスト・満足度で考える
■ 初期費用の比較

・タイルカーペット １㎡ ＠7,050～
・クッションフロアー １㎡ ＠3,900～
・コルクタイル １㎡ ＠9,570～ ・ロボフロアー １㎡ ＠9,600～

■ 満足感NO.1
心地よい肌触りと上質な質感、無垢板と間違えるほどのリアルで飽きのこないデザイン性
機能性も含めて他の床材では味わえない新感覚はお値段以上の満足感が得られます。

■ トータルコストもNO.1
初期費用は1番高いロボフロアーですが、他の床材は3～5年周期で貼り替えが発生し
メンテナンス費用も高くつく事を考えるとロボフロアーは最低でも10年の保証、 20年、30年
と使用されている実績もあります。
安価な床材を何度も貼り替える費用も含めて考えると更にお得で経済的。

■ 総合的にもNO.1
このように、お客様はもちろん施設に携わる人達全てに安全と安心を与え、末永く快適にご使用
いただける床材は他に無いです。
これまでの実績があるからこそ自信を持っておすすめができる、必ずご満足のいただける床材を
ご提案させていただきます。



広島の施⼯事例



宮島 錦水館



フレスタ



エブリイ



広大病院



広島大学



おもてなしの心を持った医療空間に
貢献する床材
MR室は病院特殊な検査場所ですが、装置が高額なため
最低10年は使用可能な耐久性、騒音軽減のための遮音性
能が付与されている事が求められているこから、
LOBOFLORを採用いただきました。また、部屋全体を
「安芸の宮島」をテーマにして患者の方へのいたわりを
考えている事などからも、人に優しいロボフロアー が選
ばれる要因となりました。

広島大学病院 MR室 ［広島県］

施⼯事例

［医療・福祉施設］



地元の豊かな田園風景に馴染むデザイン！
“日本の里100選”にも選ばれている豊かな田園風景が広
がる三冨新田に立地している「埼玉西協同病院」。その
外来待合ホールにシーラスの緑を基調とした繊細なデザ
インが採用されました。
病院関係者様や患者様の方から「冬場は暖かくて疲れに
くく、話し声や歩く音も響きにくい」 と非常に喜んでい
ただいております。

病院 MR室 ［埼玉県］

医療施設だからこそ求められる車椅子歩行
性が決め手に
床材の劣化で車椅子がスムーズに進まなくなり、新たな
床材を検討されていたS病院様。
床材各社がサンプルを持ち寄り、実際に並べて走行テス
トした結果ロボフロアー が機能、デザイン、クオリティ
ーのバランスが良いと評価を得て採用されました。看護
師スタッフ様から”楽になった”と声をかけていただくこ
ともありました。

S病院 ［福岡県］



豊かなシニアライフをサポートする
400室を超える大型老人ホームの耐震建て替え工事にあ
たりロボフロアー を採用いただきました。その大きな理
由の一つが、入居者様による転倒事故防止対策のための
防滑性です。濡れても滑りにくい安心・安全な空間づく
りに役立っています。また、施設、入居者の皆様に明る
くストレスなく過ごしていただけるフロアースペースデ
ザインにご満足をいただいております。

浜名湖エデンの園 ［静岡県］

課題解決は多彩な高機能を持つロボフロア
ー で！
隣接する安岡医院付属の運動療法施設「フクラメディカ
ルフィットネス」。健康増進や体力づくりはもちろん持
病により他の施設で入会を断られた方も病院ならではの
ケアで、積極的に受け入れをされています。ビニル床で
は上質感が出せず、タイルカーペットでは後々メンテナ
ンスが大変…と悩まれていましたが、ロボフロアー の特
性を活かすことでお悩みを全て解消！ご満足いただいて
おります。

フクラメディカルフィットネス ［福岡県］



医療従事者育成の施設にフレキシブルなデ
ザインでご提案
以前から広島大学様の各施設にはロボフロアー が採用さ
れており、すでにその機能性について評価いただいてい
ました。当該施設において最も重要視されたことは学生
のモチベーションが高まり、五感に訴えるような意匠性
デザインのコンセプト作りから、打ち合わせを重ね施主
様はもちろん、そこで学ぶ学生の方それぞれに満足感と
高評価を得た物件となります。

広島大学 ［広島県］

施⼯事例

［教育施設］



遮音効果とメンテナンス性が決め手に！
計画当初はゴムタイルが床材候補となっていましたが、
「遮音効果」が優れており、しかも「高耐久性」と「水
洗いでメンテナンスができる」そして「デザイン性」の
良さでロボフロアー を採用いただきました。工事後、構
内が静かになったことはもちろん長年使い続けられるこ
とや手軽なメンテナンス性により結果的にコスト軽減に
もつながると期待されています。

大阪音楽大学 ［大阪府］

耐久性と安全性が認められ導入！
東京のベットタウンとして、子育て世代が増加している
つくば市には多くの児童が学ぶ小中一貫校が開校してい
ます。自然を取り入れた素晴らしい校舎環境ながら、外
気温が低くなると結露が酷く、床が滑ると言う問題が起
きていました。その滑り止め防止対策とともに、高耐久
性というロボフロアーの機能が評価され採用いただきま
した。

つくば市義務教育一貫校 ［茨城県］



機能性と多彩なデザインが支持され、多店
舗展開へ
全国で３８５店舗を展開する外食チェーン店の大手「デ
ニーズ」では女性客・ファミリー層へアピールするため
にリニューアルを実施。安全性・メンテナンス性・デザ
イン性を兼ね備えたナチュラルズが選ばれ、2019年7月
までに３２０店舗に導入されています。また、大型の新
店舗には別注となるヘンリーボーンや石目柄のデジタル
プリントシートが導入され、落ち着いたインテリアイメ
ージが好評です。

デニーズ ［全国チェーン］

施⼯事例

［商業施設］



食品スーパーで高級感と明るさを演出
東京の大手スーパーを見学され、その店舗で使われてい
た床材のロボフロアー に注目いただき採用が決定。ナチ
ュラルずのノンスリップ性、歩行感の良さで、転倒事故
が防げる事。そしてフローリングのように見える木目パ
ターンによって、売り場に高級感と明るさを演出するこ
とで、競合店舗との差別化が実現できたと評価をいただ
いています。

たいらや

施設内のシンボル大階段にロボフロアー
を採用！
極上のモノ・コトを提供する“★★★★★ファイブスター
”をデザインコンセプトにした「プライムツリー赤池」。
来場者が心ゆくまでくつろげるスペースが設けられ、そ
の床材に安心、安全機能を兼ね備えたロボフロアー が使
われています。中でもプライムホールの大階段、プライ
ムシートは発色性のデザインと水拭きができるメンテナ
ンス性で高い評価をいただいています。

プライムツリー赤池 ［愛知県］



愛犬と一緒に過ごすリゾートホテルの全面
で活躍
愛犬と一緒に泊まることができる「鳥羽わんわんパラダ
イス」は、大自然を身近に感じながらリゾートを満喫で
きる人気のホテルです。ペットに負担をかけず、メンテ
ナンス性も良いことからロビーとエレベーターホール、
共用廊下、そして現在は客室まで広がりました。
その実績からその他運営施設にも次々に採用いただき、
ペットに適した床材として喜んでいただいています。

鳥羽わんわんパラダイスホテル ［三重県］

清潔な床材で安心快適なショッピングを

ペットと一緒にゆっくりお買い物ができるのが特徴の総
合ペットショップ「ペットフォレスト」どうしても床に
汚れが付きやすく、店内を清潔に保つ事が課題でした。
ロボフロアー 導入後はポリッシャーでのウエット洗浄で
汚れが根こそぎ落とせて、また抗菌剤（サニタイズド）
でバクテリアの増殖による腐敗臭の抑制が実現できるな
ど安心・清潔な床材として高く評価されています。

ペットフォレスト



これまでにない
"新感覚"

人に環境にペットにも優しい安全で心地のよい床は

ご家族に笑顔と安心を与えます

『 安⼼快適な暮らしは⾜元から 』

ご家族を⽀える⾜元へ

これまでにない新感覚の安全・安⼼・快適な

床リノベーションをご提案します。



・ツルツル滑って危険！

・硬くて冷い

・汚れや傷がついてとれない

・生活音が響いてうるさい

・デザインや質感に不満がある等

このような不満やお悩みを全て解消します！

フローリング床
板の間での

不満 お悩み



おすすめする理由
■ 足腰に優しく滑らない安全性と安心感
程よく快適なクッション性は足腰・関節に優しくご年配の方にも安心
高密度パイル植毛繊維が優しくしっかり足元を支えますので滑りにくく安全なので
キッチンでの立ち仕事の負担や階段の登り下りでの不安も解消します。
もしもの転倒時にはクッション性のある素材が衝撃を吸収し和らげます。

■ スリッパのいらない心地よさと快適性
カーペットでもフローリングでもない上質な心地よさ

が足裏から伝わるのでストレスなく素足で快適にお過
ごしいただけます。また、植毛繊維には空気を含みま
すので、夏はベトベトせずさらっと快適！冬は暖かく
冷房暖房の効率も上がります。

■ 高いデザイン性
無垢材と間違えてしまうほどのリアルでデザイン性の
高い木目パターン落ち着きのある上質なデザインは飽きる事なく末長くご使用いただけます。



■ 優れた防水性・防汚性

水分や汚れも完全防水なのでご安心ください！
カーペットやフローリングのように汚れや色が
繊維に染み付くことがなく、水洗いで綺麗にス
ッキリ！洗い落とせます。
たわしやヘラを使ってゴシゴシ洗って汚れを
簡単にこし取れます。

普段のお掃除はカーペットやフローリングと同様
に掃除機や水拭きでOKなので簡単！



■ 置き敷きなので復旧も安心
床への施工はシートをお部屋のかたちに
カットしてジョイント部分を専用のテー
プで固定するだけ！糊付けしないので復
旧も簡単なのでご安心ください。

■ 畳やタイル床暖房の上にも
約5mmほどの厚みのあるシートは、フローリ

ングはもちろん畳やタイルの上にも施工可能
床暖房の上に敷いても問題ありません。

■ 抜群の耐久性と防音性
高金属のヘラでゴシゴシ擦ってもびくともしないそのタフな強さは老健施設など土足での使用で
１０年以上も使用され続けられる実績があります。
特殊な素材は生活音を吸収しますので音や話し声などが反響することなく快適な空間を維持します。
集合住宅などでは防音対策としても効果があります。

施工も復旧も簡単！



6畳

材料代
@8,900×16.8㎡= 149,520
施工費他@40,000

合計 189,520円 （税抜）

10畳

材料代
@8,900×13.6㎡= 121,040
施工費他@35,000

合計 円 156,040（税抜）

15畳

材料代
@8,900×31.2㎡= 277,680
施工費他@50,000

合計 327,680円 （税抜）

20畳

材料代
@8,900×35.4㎡= 315,060
施工費他@60,000

合計 375,060円 （税抜）

施工料金の目安 木目パターンを揃えた長方形の施工の場合の目安です



2.0m幅のロールシートカット

2.0m幅のシートを木目をお部屋の凸凹に合わせてカットしていく作業はとても繊細で
とても難しい作業な上に木目を揃えて施工していきますので経験が仕上がりに出ます。
B&BFLORの職人はその道25年の経験がありこれまで100件を超える施工において、
1件のクレーム・張り替えも無く仕上がりが丁寧で綺麗だと大変喜ばれています。

仕上がりに差がでるプロの施工・施工時間

施工時間の目安
・～２０㎡前後の一般的な間取り
３時間～４時間

・３０～５０㎡の一般的な間取り
５時間～７時間
家具・大型家電等の移動
家具や家電の下まで敷き込みたい場合
は事前に移動をお願いします。
移動しながらの施工も行いますが大量
にある場合は作業員を手配します。



ペットにも最適！
ペットと暮らす床のお悩み

全て解消します！

『 愛⽝とのストレスの無い暮らしは⾜元から 』

ペットは家族！⼤切な家族がフローリングでツルツル

カチャカチャ滑っていませんか？

硬く滑る床は愛⽝の⾜腰・関節に負担をかけ続け

関節疾患の原因となります。

B&BFLORは現代社会に増える室内⽝の関節疾患から

愛⽝を守ります。



広島県 T 様邸

カラー：NAS-88

施工面積 40.0㎡

材料費 ：@8900×40= 356,000
送料 ：@4,650
テープ代 ： @4,650
施工費 ：＠38,000

@403,300×消費税10%=

合計443,630円(税込）

施工事例



東広島市 T 様邸

カラー：NAS-85

施工面積 43.2㎡

材料費 ：@8900×43.2= 384,480
送料 ：@4,650
テープ代 ： @4,650
施工費 ：＠38,000

431,780×消費税10%=

合計474,958円（税込）



東京都 M 様邸

カラー：NAS-80

施工面積 35.0㎡

材料費 ：@8900×35.0= 311,500
送料 ：@4,650
テープ代 ： @4,650
施工費 ：＠47,000
搬入費 ：@23,000

390,800×消費税10%= 

合計429,880円（税込）



広島市 I 様邸

カラー：NAS-95

施工面積 22.0㎡

材料費 ：@8900×22.0= 195,800
送料 ：@4,650
テープ代 ： @4,650
施工費 ：＠30,000

235,100×消費税10%= 

合計258,610円(税込）



体験ショールームのご案内
B&Bショプでは実際に敷き詰めた床をご体験いただけますので是非ご来店ください。

お見積もりは無料！ご遠慮なくご相談ください

わんちゃんとご一緒でもご体験いただけます！

Open10:00~Close19:00 （不定休）
〒730-0826広島市中区南吉島1-1 -1F
TEL:082-546-9111
Mail : info@bbconceptjapan.com
URL : https://www.bbconceptjapan.com



これまでにない
"新感覚"

B&BCONCEPT 株式会社
〒730-0826広島市中区南吉島1-1
TEL:082-546-9111
Mail : info@bbconceptjapan.com
URL : https://www.bbconceptjapan.com

人に環境にペットにも優しい

B&BFLORは人々の暮らしと社会を支え明るく豊かな

未来へ貢献します。

商品に関するご質問やお問い合わせは
お電話でもご対応しております。

下記までご連絡ください。

お問い合わせは

TEL: 082-546-9111
担当：安井

TEL: 090-7122-5522


