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水廻り用薄型鏡面パネル
【エルクリーン】



施主様、施工業者様双方に
　　　　　　   メリット一杯の浴室リフォーム材
施主様、施工業者様双方に
　　　　　　   メリット一杯の浴室リフォーム材

こんなことで困っていませんか？こんなことで困っていませんか？

浴室リフォーム材はこんな場所に最適です！浴室リフォーム材はこんな場所に最適です！

壁や床を壊すような大掛か
りな工事はしたくない！
浴室が今以上に狭くなるの
は嫌だ！

パロアコンフォートパネル、エルクリーンはパネル形状
なので壁面下地を気にせず直接貼ることができます。
サンダインフロアはゴム素材なので下地によくなじみ、
現状の床に重ねて貼ることができます。
現状の浴室を壊す必要がないので、短工期で経済的
な施工が可能です。

リフォームで長期間浴室が
使えないのは不便！
ご近所の迷惑になるような
工事はできない！

全てカッターで切断が可能です。電動工具を必要とし
ないので、現場での作業が効率的。
静音施工、短工期で施工がスムーズです。ホテルのユ
ニットバス改修にも最適です。

タイルの目地に汚れがたまっ
てなかなか綺麗にならない！
掃除がしやすい浴室にしたい！

パロアコンフォートパネルやエルクリーンはパネル形状
なので、目地が少なく、お手入れが簡単です。
清潔さが長持ちしてメンテナンスが簡単です。

豊富なラインナップ。同柄のジョイナーで美しい仕上がりの壁面パネル。

高級感のある鏡面仕上げが美しい壁面パネル。

特殊ゴムをベースにした耐久性・防滑性に優れた浴室用床材。

パロアコンフォートパネルパロアコンフォートパネル

エルクリーン®エルクリーン®

サンダインフロアサンダインフロア

一般住宅    ホテル   福祉施設  のリフォームにおすすめ。

一般住宅    ホテル    賃貸住宅    サニタリー  のリフォームにおすすめ。

一般住宅    ホテル    福祉施設  のリフォームにおすすめ。



パロアコンフォートパネル

パロアコンフォートパネル、
サンダインフロア

エルクリーン

パロアコンフォートパネル エルクリーン

浴室・洗面化粧室・トイレ・腰壁など
　今の広さはそのままに
　　様々な空間に幅広くお使いいただけます。
　　　　　　   

浴室・洗面化粧室・トイレ・腰壁など
　今の広さはそのままに
　　様々な空間に幅広くお使いいただけます。
　　　　　　   

パネル：RPS420
フロア：＃201（アイボリー）

ストーンブラックストーンブラックRPW670RPW670

RPM038RPM038 ナチュラルウェイブナチュラルウェイブ

ホ テ ル サニタリー

住宅水廻り
在来の浴室にも貼れるので
今の浴室をそのまま活かせて経済的です。

パネル形状で目地が少なく
お手入れ簡単。

古いタイル壁が高級感のあるモダンな
雰囲気に一新。

木目をアクセント貼りして上質感
のある落ち着いた雰囲気に一新。



ジョイナー

コ型〔L＝2,440㎜〕

L型（小5㎜×10㎜）
〔L＝1,820㎜〕

入隅用（
オス10

㎜×10
㎜）

〔L＝2
,445㎜

〕

出隅用
（オス

15㎜×
15㎜

）

〔L＝
2,44

5㎜〕

平目地
用（オ

ス目地
幅16

㎜）

〔L＝
2,44

5㎜〕

L型（大15㎜×15㎜）
〔L＝2,440㎜〕

■ジョイナー価格（税別）
平目地用 3,000円／本
入隅用 3,600円／本
出隅用 3,600円／本
コ型 3,000円／本
L型（大） 2,600円／本
L型（小） 2,600円／本

ご注意：
○施工キットは、通常の在来浴室工事 1 件分を
想定したセット内容となっています。

○施工の際は、必ず施工キット同梱の「施工要領
書」に従ってください。

○施工キットは、パネルと出荷元が異なります。

○シリコーンシーラントは、ホワイト、オフホワイ
トより1色お選びください。

■パロアコンフォートパネル用施工キット

セキスイボンド♯75 パネル接着用10本330mℓ

品名 用途規格 数量

セキスイ両面テープ
♯532S パネル仮止め用12巻20㎜幅×10m巻×1.1㎜厚

セキスイシリコーン
シーラント 目地コーキング用1本333mℓ

セキスイアクリル
防水テープ＃5600 ジョイナー取付用1巻23㎜幅×20m巻×0.24㎜厚

パロアコンフォートパネル

•タイル、モルタル、塩ビ鋼板、合板、FRP樹脂、ケイカルなど様々な壁面に直接貼れるため、リフォームがスムーズに
　行えます。
•既存の浴室をそのまま活かせるので、無駄な廃材が出ず経済的です。 
　※「PP」「PET」下地には貼れません。          
　※掻き落とし下地にはシーラー処理が必要です。（施工要領書をご参照ください。） 

•カッターで容易に切断できるため、静音施工が可能です。 
•パネル基材が柔らかく軽量なので、位置合わせが簡単。天井への貼り付けや狭所作業での取り回しが容易にできます。 
•貼付はテープとボンドだけで簡単です。

コーキングがパネル表面に出ないため、カビの心配が
少なくスッキリ美しい見た目です。

■ 特長

■ ジョイナー

ボンド

ボンド

ボンド

ボンド

簡単施工

•パロアコンフォートパネル・エルクリーン共にパネルと同柄のジョイナーをご用意。スッキリと美しい仕上がりです。同柄のジョイナー

短 工 期

測定値 単位試験項目

■パロアコンフォートパネル物性データ

曲げ弾性率

シャルピー衝撃強度

0.7

1,640

2.0

MPa

KJ/㎡

比重

※ 上記データは、社内検査による測定値で、保証値ではありません。

縦

横

－0.24

－0.16

％

％
加熱後の寸法変化

パロアコンフォートパネル・エルクリーン®パロアコンフォートパネル・エルクリーン®



RPM0383／RPM0384 RPN0523／RPN0524 RPN0413／RPN0414

RPS4203／RPS4204 RPF4873／RPF4874 RPF4883／RPF4884

RPF4783／RPF4784 RPF4843／RPF4844 RPS8393／RPS8394

RPW6803／RPW6804 RPW6703／RPW6704 RPW8953／RPW8954

本カタログ掲載以外の柄は、納期2週間、特注生産対応承ります。詳しくは担当営業へお問い合わせください。
※パロアはリンテック㈱の登録商標です。

浴室用リフォーム材

3×8板：3.2㎜（厚み）×910㎜（幅）  ×2,440㎜（長さ）　重量：約5.2㎏
4×8板：3.2㎜（厚み）×1,200㎜（幅）×2,440㎜（長さ）　重量：約6.9㎏ 出荷単位： 1 枚■ 製品仕様

パロアコンフォートパネルパロアコンフォートパネル



浴室・洗面化粧室・トイレ用リフォーム材

※本商品には保護フィルムを貼っております。

■エルクリーン用ジョイナー各種

パールホワイト

黒石目（ストーンブラック）

ナチュラルウェイブ

木目（ウォールナット）

見切材 入隅材 出隅材 T型

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ × ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ × × ◯

■エルクリーン用ジョイナー 製品仕様

黒石目（ストーンブラック）木目（ウォールナット）

ナチュラルウェイブパールホワイト

3×8板：設計価格（税別）：13,000円／枚　1.3㎜（厚み）×910㎜（幅）  ×2,400㎜（長さ）　重量：約4.8㎏　出荷単位： 4 枚
4×8板：設計価格（税別）：17,000円／枚　1.3㎜（厚み）×1,200㎜（幅）×2,400㎜（長さ）　重量：約6.4㎏　出荷単位： 3 枚

■ 製品仕様

■エルクリーン用施工キット

セキスイボンド♯75 パネル接着用330mℓ

品名 用途規格 数量

セキスイ両面テープ
♯532S パネル仮止め用20㎜幅×10m巻×1.1㎜厚

セキスイシリコーン
シーラント 目地コーキング用333mℓ

10本

12巻

2本

測定値 単位 試験方法・条件試験項目

■エルクリーン物性データ

加熱後の
寸法変化

縦

横

縦

横

カビ取り剤※1　
異状なし

異状なし

0.032

－0.35

－0.06

－0.6

0.09

％

％

％

％

％

B

アルカリ※2

浸水・浸せき後
の寸法変化

耐衝撃性

吸水率

耐薬品性

鉛筆硬度 JIS K 5600-5-4

JIS A 1454 汚染性試験 24時間

JIS A 5905 水温40±1℃ 浸せき24時間

JIS A 4416 壁（住宅用浴室ユニット）に対する強度試験

JIS A 1454 加熱温度70±2℃、加熱期間7日

JIS A 1454 加熱温度70±2℃、加熱期間7日

※  上記のデータは測定値で、保証値ではありません。
※1 カビ取り剤：次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム0.5％及び界面活性剤
※2 ５％水酸化ナトリウム水溶液

エルクリーン®エルクリーン®



ブロックサイズ：約200㎜角

＃201（アイボリー）
＃101（グレー） ＃301（ライトグリーン） ＃401（ピンク）

※カタログに印刷された商品の色は、実際の商品と異なることがあります。
※サンダインフロアはパーカーアサヒ㈱の登録商標です。

※標準塗布量は約0.7～１kg／㎡が目安です。

コニシ（株）
エポキシ2液タイプE250

品　名

2kgセット缶
6kgセット缶
荷　姿 混　合　比

主剤1：硬化剤1

■推奨接着剤

■通常サイズ / 大判サイズ

■ 特長

特殊ゴム素材で耐水性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、安心してお使いいただけます。漂白剤
やブラシ等を使用した清掃が可能です。（毛染め液や水道水に含まれるサビの汚れは落ちにくい場合が
ございます。）

優れた耐久性

ゴムの滑りにくさに加え、表面のシボ加工により滑りにくいです。バリアフリー新法に定める「素足
の場合の滑り　日本建築学会の推奨値（案）」である0.7を満たしています。

※数値は測定値であり、保証値では
　ありません。

滑りにくい

カッターで容易に切断することができ、適度な柔軟性とゴム弾性があるので、床面の勾配になじみや
すく施工が簡単です。

簡 単 施 工

通常サイズ：設計価格（税別）：24,000円／枚　3.5㎜（厚み）×1,000㎜（幅）×1,200㎜（長さ）　重量：約3.9㎏　出荷単位： 2 枚

大判サイズ：設計価格（税別）：35,000円／枚　3.5㎜（厚み）×1,200㎜（幅）×1,600㎜（長さ）　重量：約6.3㎏　出荷単位： 1 枚 　

■ 製品仕様

滑り抵抗性（C.S.R･B値）試験結果　（JIS A 1509に準拠）

滑りやすい 滑りにくい

素足の場合の滑り
日本建築学会の推奨値（案）

サンダインフロア

0.1 0.2 0.3 0.4 0.50 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.7

0.93

サンダインフロアサンダインフロア浴室用床リフォーム材浴室用床リフォーム材



不陸調整後、採寸をし
て、パネルの割付けを
します。
エルクリーンでT型
ジョイナーを使用す
る際は3～5㎜空かせ
ます。

パネル割付け
3～5㎜

メンテナンスについて

その他

施工上・使用上のご注意

養生シートをゆっくり剥がし、
コーキングをした後、ジョイナー
を納めます。（ジョイナーはコーキ
ングにて貼り付けとなります。）

※パロアコンフォート
パネル施工時のみ

※エルクリーン施工時

仕上げ

※パロアコンフォートパネル
施工時

※エルクリーンT型ジョイナー
施工時

◇施工作業の適温は15～30℃です。低温環境下ではPVC樹脂の特性上、パネルの欠け、シートのハ
ガレが発生しやすくなります。特に端部の取り扱い、切削（サイズ調整）時には十分ご注意ください。
環境が著しく悪い場合は、ドライヤーやジェットヒーター、暖房などで加熱し過ぎない程度に暖めて
から作業されることをお勧めします。（局所を加熱し過ぎると変形の恐れがあります。）
◇ロットにより色の差異が生じることがあります。別現場の端材等、異なるロット同士を同じ現場で使
用しないでください。
◇紫外線で変色（黄変）する恐れがあります。直射日光の当たる箇所への施工は避けてください。

◇製品改良のため、予告なく製品の仕様および価格を変更する場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
◇仕様を決定する際は、サンプルで柄（イメージ）の確認をしてください。
◇不燃製品ではありません。内装制限をうけるところには使用しないでください。
◇表面に凹凸が生じることがありますが製法によるものであり、品質に問題はありません。

◇1件のご注文で、パロアコンフォートパネルは40枚、エルクリーンは30枚を超える場合は、梱包
状態/納期等の設定が異なります。あらかじめご了承ください。詳細につきましては担当営業へご
確認ください。

■販売元

2017年９月改訂

ボンドと仮留め両面テープを貼付けます。

1）下地処理
・施工する床面の汚れ、埃、油脂等は清掃し除去してください。
・強い接着力を得るためにできる限り乾燥状態になるように努めてください。

2）床材裁断
・施工面の採寸をして床材をカットします。カットは床材に定規などをあてカッター
で4～5回切れ目を入れて手で折り曲げるように切断してください。

・切断面はカンナ掛けをして平滑にしてください。

3）接着剤塗布
・接着剤の主剤、硬化剤を1：1の重量比で混合し色が均一なねずみ色になるまで十
分撹拌します。一度に混合する量は使用可能時間内に使いきれる量を混合してくだ
さい。

・コテ等で厚さ3㎜に塗り広げた後、すぐにクシ目ゴテでクシ目を立て、余分な接着
剤を掻き落とします。このとき、塗布面の厚み、形状、塗布量が均一になるよう留
意してください。

4）貼り付け
・接着剤塗布後、直ちに床材を貼り合わせ圧着してなじませます。貼り付けた床材には
重りを載せ、浮き、なじみ不足がないようにして、１日以上養生します。

・床材同士を接合する場合は、化粧目地部の際でカットし、接合させてください。
・床材接合部表面（壁面及び目地部との接合部）のシーリング仕上げを行ってくださ
い。シーリング材は防カビ性能があるものをおすすめします。

5）排水口回りの処理
・タイル、モルタル等、在来工法の排水口は、水の流れをよくするために水勾配が急
になっている場合があります。この場合、排水口までかぶるようにカットして下地
になじませます。

・接合部、排水口回りにおいても重りを載せ、浮き、なじみ不足がないようにして、
１日以上養生します。

・１日以上養生し床材が動かなくなったことを確認し、端部をカッター等で平滑に仕
上げた後、シーリング仕上げを行ってください。

端部を強く握りすぎると変形する恐れが
ありますのでご注意ください。

■パロアコンフォートパネル、エルクリーン施工手順

■サンダインフロア施工手順

両面
テープ ボンド

ジョイナーメスの溝部に
コーキング処理をし、オスを
はめ込みます。

嵌合型ジョイナーのメスをアクリル防水テープで壁面に取付けます。
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