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最適な場所へ 最高品質の製品を届けたい
私たちは、今まで数多くのトレーニング施設の設営に携わってきました。
施設コンセプト決定後、建築設計上のアドバイス、最適なマシン選定、機能的なマシン配置、保守点検のご提案、
そして納品後のトレーニング指導、施設管理業務を行ってきました。

トレー二ング施設を設営するとき
トレーナー、施設オーナー、現場指導者、設計会社、建築会社、インテリアデザイナー、マシンサプライヤー・・・。
様々な専門家の力を集結して設営することが理想です。
しかしながら、それぞれの専門家が、横断的に意見交換を行って、ひとつの理想的なトレーニング施設が完成すること
はほとんどありません。

私たちは、単なる床材のサプライヤーとしてだけではなく、
どのようなトレーニングを行うのか？　マシン特性・配置を理解しているのか？　どのような環境下で、どれくらいの
頻度・人数を想定しているのか？　設営後の管理体制はどのようになっているのか？ ・・・。
ひとつひとつ検証しながら、最適で理想的なトレーニング環境を皆さまと一緒に創り上げていくことを目指しています。

高品質で豊富な製品力は、どのような施設コンセプトにも対応できるフロア材として、お客様の理想的なトレーニング
環境の実現をお約束いたします。

最適な場所へ 最高品質の製品を。
ドイツからKRAIBURG Relastec SPORTEC® 製品をお届けいたします。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント事業部
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企業情報
1991年 KRAIBURG Relastec GmbH設立

1994年 DIN EN ISO 9002取得

1997年 SPORTEC®商品開発

2015年 400万ユーロの設備投資
（プレス機、ミキサー、ゴム製品用プレス、

堀削機、サイロ等）
● 数々の企業賞を受賞
● 約220名のスタッフが在籍

SPORTEC® ― KRAIBURG Relastec社のご紹介

製造/積込地
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Fuchsberger Straße 4

D-29410 Salzwedel

セールスオフィス&マーケティング
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Kehlsteinstraße 2

D-84529 Tittmoning

Hamburg

Berlin

Dresden
Leipzig

Magdeburg

Nuremberg

Hannover

Cologne

Frankfurt a. M.

Stuttgart

Munich

Salzwedel

Tittmoning

KRAIBURG Relastec 社は、ドイツ南部ティットモニングに
本社を置き、製造/積込地は、バウムクーヘンで有名なドイツの
歴史的な都市ザルツヴェーデルに位置しています。
KRAIBURG Relastec 社は、屋内・屋外で使用される様々な
ゴムラバー製の表層材・構造材を製造し、多様なニーズに応えら
れる高品質で優れた製品を世界中の国々へ提供しています。
その製品ラインアップは、５つのブランドから構成されています。
DAMTEC®（ 鉄 道 や 建 築 用 と し て 防 音・ 防 振 シ ス テ ム ）、
EUROFLEX®（ 公 園 施 設 で 使 用 す る 衝 撃 吸 収 シ ス テ ム ）、
KRAITEC®（建築構造や輸送保護材システム）、KOMFORTEX®

（牧場や乗馬施設用の弾性フローリングシステム）、そして、
SPORTEC®（スポーツ用床材及び弾性システム）です。

最新技術と継続的な製品開発は、世界中の建築家、プランニング
エンジニア、システムプロバイダからとても高い評価を受けてお
り、ゴムリサイクルを中心に、約85,000トンのリサイクル原材
料を取り入れて、高品質の製品を再生しています。
過去40年間、絶え間なく進化したテクノロジーを基にリサイクル
ゴムを用いて、建築・公園・スポーツ施設向けの製品を製造し、
環境と天然資源の保護に大きく貢献してきました。
KRAIBURG Relastec社は、工業大国ドイツに相応しい革新的で
高い技術開発力と地球環境に配慮した世界有数の優良企業です。
日本国内において、その優れた製品品質を是非お確かめください。



22 SPORTEC® の特徴

SPORTEC® 製品は、最高品質のリサイクルゴムとEPDM顆粒
でできており、優れた衝撃吸収及び・遮音・力の低減・十分な
耐摩耗性を兼ね備えています。また簡単な設営設置とメンテナ
ンスができるのも大きな特徴です。
SPORTEC® 製品は、多様化するフィットネス施設のニーズに対
応できる理想的なフロアカバーです。
豊富なカラーバリエーションから施設に合わせたフロア設計が
可能です。

トレーニング施設の騒音問題は施設運営において最重要課題で
す。これは日本だけにとどまらず、世界各国のフィットネスジム
においても関心が高まっています。SPORTEC® 製品は防振防音
にもフォーカスし研究を重ねており、その研究に基づいて様々な
製品を開発し続けています。
単に柔らかい床材を組み合わせるだけでは、高重量トレーニン
グの際に足元が沈み込み不安定となります。豊富な製品ライン
アップの中から多種多様なトレーニング環境に合致した最適な
製品をご提案することができることもSPORTEC® 製品の大きな
強みです。詳しくは別カタログGymcousticをご参照ください。

高い快適性と空間インテリアにマッチした色彩をご提供します。
SPORTEC® 製品はCfl-s1火災認証(EN1350-1準拠試験済）を
取得した製品もラインアップにございます。
また AFSSET 規制に基づき、VOC 排出量 A+ の評価も受け、
DIBt及びAgBBのVOC要件を遵守しています。
滑止めの性能はR10/R9(DIN51130)を有しています。

SPORTEC® の特徴

防振防音の取り組み Gymcoustic Performance Line  

SPORTEC® style 70 mm

Different surface designs

SPORTEC® supercell  
DC 2 20 mm

MORE FROM YOUR FLOOR

Impact sound 
improvement
42 dB

Force 
reduction
74,3 %

∆ LifAmax 50 kg
50,750
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弾力性と堅牢性

SPORTEC® の豊富な製品ラインアップにはさまざまな特性があります。
ドイツ国内の工場で製造され、最高の品質と環境基準の遵守を追求し内部および外部の
厳格な製品テストを重ねています。

床下の保護

マシンの
安定性

清掃しやすさ関節の保護

豊富なデザイン裏面の
補強メッシュ

容易なインストール
とメンテナンス

耐火性

滑り防止性 耐久性のある弾性 音の減少

R10

スパイク対応 ボールリバウンド 耐候性と速乾性

耐湿性スキーブーツ対応 床下の保護快適な歩行感

MORE FROM YOUR FLOOR



44 SPORTEC® color

SPORTEC® color
丈夫で清掃が容易な万能フロアカバー
SPORTEC® colorは、多様なニーズに応えることができる万能なフロアカバーです。フィットネス、スタジアム、小売店、展示ホール、
機器保管室、アイススケート場等、あらゆるニーズに対応できる製品です。SPORTEC® colorは、優れた耐久性とダンベルやバーベル、
マシンなど耐摩耗性に優れています。ウォーキングの快適性と衝撃と吸音効果を提供し、豊富なカラーバリエーションから色彩をお選
び頂くことが可能です。

（SPORTEC® color － 数字は色の割合を示します）

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー

color 5,10 ： ブルー、レッド、グリーン、グレー、 
ブライトイエロー、ブル―/グレー＊

color 15 ： ブルー、レッド、グリーン、グレー、 
ブルー/グレー、ブライトイエロー、
ブライトオレンジ、ライラック、 
ダークグレー＊

color 20 ： ブルー、レッド、グレー＊

color 50 ： ブルー、レッド、グレー＊

（＊他のカラーも対応可）

ロール幅 1,500 mm (± 1.5%)

厚さ

color 0：4, 6, 8, 10 mm*  (± 0.3 mm)
color 5, 10, 20, 50：6 mm* (± 0.3 mm)
color 15：4, 6, 8, 10 mm (± 0.3 mm)
(*他の厚みも対応可)

ロール長さ 長さ [m] (± 1.5 %) / 厚み [mm]:
30/4, 20/6, 15/8, 12/10

SURFACE

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 18 dB

R10

グレー
color 0

color 5

color 10

color 15

color 20

color 50

ブルー

ブルー グレー

レッド

ブライト オレンジ

ブライト イエロー

グリーン

ライラック

ダークグレー



55SPORTEC® splash / SPORTEC® giga

SPORTEC® splash
幅広いインテリアデザインに対応可能な最高品質のフロアカバー
SPORTEC® splashは、SPORTEC® colorと同じく優れた耐久性と耐摩耗性を備えています。大小のEPDM 顆粒の組み込みにより、
SPORTEC® splashは幅広いインテリアデザインに対応します。SPORTEC® splashは、アクティブな雰囲気の創出やダイナミックな
空間演出を可能にし、スポーツ施設に安全性と快適性をご提供します。

SPORTEC® giga
安全性と快適性を併せ持つフロアカバー
SPORTEC® gigaは、優れた耐久性により、様々なスポーツシーンに対応できる理想的なフロアカバーです。大きいEPDM 顆粒が特徴
でダイナミックなデザイン性と堅牢性を兼ね備えています。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー
ブライトブルー、ブライトレッド、ブライトグリー
ン、ブライトイエロー、ブライトオレンジ

（＊他のカラーも対応可）

ロール幅 1,500 mm (± 1.5 %)

厚さ 4, 6, 8, 10 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 長さ [m] (± 1.5 %) / 厚み [mm]:
30/4, 20/6,15/8,12/10 (± 1,5%)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー ブライトブルー、ブライトグリーン、
ブライトイエロー

ロール幅 1,500 mm (± 1.5 %)

厚さ 6, 8, 10 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 長さ [m] (± 1.5 %) / 厚み [mm]:
20/6,15/8,12/10 (± 1,5%)

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 18 dB

R10
ブライトブルー

ブライトグリーン

ブライトレッド

ブライトグリーン

ブライトイエロー

ブライトオレンジ

ブライトブルー

ブライトイエロー

MORE FROM YOUR FLOOR

R10
≤ 18 dB



66 SPORTEC® style

SPORTEC® style
衝撃緩衝と騒音防止用、ウエイトリフティングエリアの理想的なフロアシステム
SPORTEC® styleは、トレーニング施設のダンベルやウエイトリフティングエリアの重量物落下による損傷から床下を保護します。 
重量物の床面への衝撃は、下地コンクリートや階下への衝撃振動など重大な損傷や被害をもたらすことがあります。
SPORTEC® styleは、リサイクルゴムを原材料として、厚さ30mmの３層構造で構成されています。(厚さ70mmもございます。） 表層は、
豊富な種類、color15・purcolor・UNI versaから選択可能で、底面には、補強メッシュとディンプル構造により、ゴム特性である伸縮
防止と優れた衝撃吸収・消音効果を発揮します。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー SPORTEC® color 15 / purcolor 
/ UNI versa(30mm厚のみ）

寸法
30mm：500 x 500 mm / 1000 x 500 mm / 

1000 x 1000 mm
70mm：500 x 500 mm

厚さ 30 mm、70mm (± 2 mm)

SURFACE

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 24 dB

SPORTEC® UNI versa
屋外使用可能

SPORTEC® color 15
color 0もございます

SPORTEC® purcolor

Cfl-s1

ライラック

ダークグレー

ブルー

ブルー・グレー

レッド

ブライトオレンジ

ブライトイエロー

グリーン

グレー



77SPORTEC® edge & corner ramps / SPORTEC® base FR & base MS

SPORTEC® edge & corner ramps
段差を解消するスロープタイル
SPORTEC® edgeとcorner rampsは、SPORTEC® styleとSPORTEC® baseタイルの段差を解消するものです。面取りされたエッ
ジは滑らかで安全な通路を提供し、タイルエリアへ出入りする際につまずくリスクを軽減します。

SPORTEC® base FR & base MS
フリーウェイトエリア用の衝撃吸収タイル
SPORTEC® base FRとSPORTEC® base MSは、フィットネスセンター
のウエイトリフティングエリアなどでの衝撃や重量物の落下から床下を保
護します。床下の損傷を防ぎ、さらに優れた遮音性を備えています。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
ブラックまたはレッド
その他のカラーについては受注生産となります 
素材の特性上、多少の色違いがある場合がござい
ます

表層 多孔質で滑らか

下層 滑らかな下層面

引張長さ 最小 0.7 N/mm²(EN ISO 1798)

厚さ edge profile：30 / 10 mm (± 2 mm)
corner profile：30 / 10 mm (± 2 mm)

長さ x 幅

edge profile：
1,000 x 250 mm (± 0.8 %) (外縁部)
1,000 x 250 mm (± 0.8 %) (内縁部)

corner profile：
1,000 x 250 mm (± 0.8 %) (外縁部)
750 x 250 mm (± 0.8 %) (内縁部)

テクニカルデータ

素材

base FR
ポリウレタンエラストマー結合された
EPDMゴム顆粒

base MS
ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
base FR

ブラック
base MS

グレー (ご要望に応じてブラックも可)

表層 多孔質で滑らか

下層 ディンプルベース

厚さ 30 mm (± 2 mm)

長さ x 幅
500 mm / 500 mm (± 0.8 %)
500 mm / 1000 mm (± 0.8 %)
1000 mm / 1000 mm (± 0.8 %)

（FRのみ20mm厚1000mm / 1000mm利用可能）

250

10

30

ブラック

レッド

MORE FROM YOUR FLOOR

Cfl-s1

(base FR)

ブラック グレー



88 SPORTEC® variant

SPORTEC® variant
バラエティに富んだカラー選択が可能
SPORTEC® variantは、EPDMカラーレンジの中からバラエティに富んだ色の組み合わせが可能です。オフィス、店舗、大型商業施設
に最適なフローリングです。その鮮やかで色彩豊かな配色により、インテリアデザインに適したインパクトのある提案ができるほか、
室内騒音の低減とウォーキングの快適性を同時に提供します。フロアカバーを簡単に設置できることと清掃が容易に可能になることも
SPORTEC® variantの大きな特徴です。

テクニカルデータ

素材
EPDMカラーレンジから自由な色の組合せが可能
ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー チョコミックス、グレースケール、ブルーフレーク
ル、シルバースター、ダークマター

表面 カラーEPDM顆粒を用いた顆粒構造

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

厚さ 4 mm, 6 mm (± 0.3 mm)
（ご要望に応じ他の厚さも可能です）

ロール長さ 長さ [m] (± 1.5 %) / 厚み [mm]：
30/4,20/6, (± 1,5%)"

SURFACE

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 18 dB
Cfl-s1

グレースケールグレースケール

ブルーフレークルブルーフレークル

チョコミックスチョコミックス

ダークマターダークマター

シルバースターシルバースター



99SPORTEC® purcolor / SPORTEC® UNI classic / SPORTEC® UNI classic sandwich

SPORTEC® purcolor
鮮やかな発色で表層を保護するフロアカバー
SPORTEC® purcolorは、フィットネスセンターや機能的なトレーニング
エリアに最適な床材です。 その鮮やかで色彩豊かな配色により、インテリ
アデザインに適したインパクトのある提案ができるほか、室内騒音の低減
とウォーキングの快適性を同時に提供します。フロアカバーを簡単に設置
できることと清掃が容易に可能になることもSPORTEC® purcolorの大き
な特徴です。

SPORTEC® UNI classic
屋内スポーツエリアに理想的なフロアカバー
SPORTEC® UNI classicは、屋内スポーツエリアのために特別に開発され
ました。100%細やかなEPDMゴムで構成され、フィールドラインの塗装
に適しています。歩行時の快適性に優れ、室内防音にも優れており、商業
施設やオフィスでの使用にも適しています。より衝撃吸収性を高める場合
にはSPORTEC® standardなどのアンダーレイヤー材との組み合わせが可
能です。 SPORTEC® UNI classicとSPORTEC® standardの組み合わせ
はSPORTEC® UNI classic sandwichとしてご提供しております。

SPORTEC® UNI classic sandwich
屋内エリアでの関節損傷および怪我の予防
SPORTEC® UNI classic sandwichは、高い技術により設計された弾性層
SPORTEC® standardと表層SPORTEC® UNI classicのコンビネーショ
ンです。この組合せは、床下の構造材の損傷を防止する他、関節の損傷や
怪我を防止します。学校の屋内スポーツ施設、レジャーセンターなどの床
表面として理想的です。 弾性層と表層は共にロールで供給され、2つを別々
に取り付けます。まず、弾性層を基礎構造に接着します。 接着剤が完全に
硬化した後、表層を弾性層に接着します。

テクニカルデータ

素材
ポリウレタンエラストマー結合された
EPDM顆粒(ブラック)15%およびEPDM顆粒(カ
ラー)85%

カラー レッド、ライトグレー、ミドルグレー、 
ダークグレー、ブルー

ロール幅 1,250 mm (± 1.5%)

厚さ 4, 6, 8 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 長さ [m] (± 1.5 %) / 厚み [mm]：
30/4, 20/6, 15/8"

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
EPDMカラー顆粒

カラー
レッド、ブルー、ライトグレー、ベージュ、
ダークグレー 

（その他のカラーはご要望に応じて承ります） 
原材料の状態により多少の色差があります

表面 100%カラーEPDM顆粒の細粒構造

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

厚さ 4 mm (± 0.3 mm)
（ご要望に応じて他の厚さにも対応可能）

ロール長さ 30 m (4 mm)
（ご要望に応じて他の長さにも対応可能）

テクニカルデータ

表層 SPORTEC® UNI classic : ポリウレタンエラスト
マー結合されたEPDMカラー顆粒

弾性層 SPORTEC® standard 2.0 : ポリウレタンエラス
トマー結合されたリサイクルゴム顆粒

備考 表層と弾性層は個別の納品となり、現場で接着します 
原材料の状態により多少の色差があります

厚さ
表層：4 mm (± 0.3 mm) 
弾性層：4 mm (± 0.3 mm) 

（ご要望に応じて他の厚さ、長さにも対応可能）

ロール幅
表層：1,250 mm (± 1.5 %) 
弾性層：1,500 mm (± 1.5 %) 

（ご要望に応じて他の厚さにも対応可能）

ロール長さ
表層：30 m ( 4 mm) 
弾性層：30 m (4 mm) 

（ご要望に応じて他の長さにも対応可能）

レッド

ミドルグレー

ブルー

ライトグレー

ダークグレー

レッド

ライトグレー

ダークグレー

ブルー

ベージュ

レッド

ライトグレー

ダークグレー

ブルー

ベージュ

MORE FROM YOUR FLOOR

≤ 18 dB
Cfl-s1 R10

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR



1010 SPORTEC® UNI versa

SPORTEC® UNI versa
屋外スポーツエリアに理想的なフロアカバー
SPORTEC® UNI versaは、高い弾性と衝撃に対する優れた耐久性により、屋外スポーツエリアに理想的な表面です。また、アンダーレ
イヤーの有無にかかわらず使用できます。SPORTEC® standardを弾性アンダーレイヤーとして使用することにより、衝撃吸収性がさら
に向上します。 SPORTEC® UNI versaとSPORTEC® standardの組み合わせは、SPORTEC® UNI versa sandwichとして提供されます。

SURFACE

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
EPDMカラー粗粒

カラー
レッド、ブルー、グリーン、ベージュ、
ライトグレー、ダークグレー

（その他のカラーはご要望に応じて承ります）
注：原材料の状態により多少の色差があります

表面 100%カラーEPDM顆粒の細粒構造

厚さ 4 mm (± 0.3 mm)
(その他の厚さはご要望に応じて承ります)

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

ロール長さ 30 m (4 mm) (± 1.5 %)
(その他の長さはご要望に応じて承ります)

MORE FROM YOUR FLOOR

ブルー

グリーン

レッド

ライトグレー ダークグレー

ベージュ



1111SPORTEC® UNI versa sandwich / SPORTEC® fusion classic

SPORTEC® UNI versa sandwich
屋内および屋外エリアでの関節損傷および怪我の予防
SPORTEC® UNI versa sandwichは、高い技術により設計された弾性層SPORTEC® standardとSPORTEC® UNI versaフロアカバー
のコンビネーションです。この組み合わせは、床下の構造材の損傷を防止する他、関節の損傷や怪我を防止します。学校スポーツ、レ
ジャーアクティビティ、多目的エリアのアウトドアスポーツの床表面として理想的です。 弾性層とフロアカバーは共にロールで供給さ
れ、2つを別々に取り付けます。まず、弾性層を基礎構造に接着します。 接着剤が完全に硬化した後、フロアカバーを弾性層に接着し
ます。

SPORTEC® fusion classic
二つのレイヤー（表層と弾性層アンダーレイヤー）が圧着一体化したフロアカバー
SPORTEC® fusion classicは、技術的に高度な弾性層であるSPORTEC® 
standard と SPORTEC® UNI classic の表層で構成されたフロアカバー
です。関節への負担を軽減し、怪我の予防に役立つこの二層の組合せは、特
に屋内スポーツ施設にお薦めです。予め二層のフロアカバーとして製造され
ているため、設置の時間短縮が可能です。

テクニカルデータ

素材
表　層：ポリウレタンエラストマー結合された

EPDMカラー粗粒
弾性層：ポリウレタンエラストマー結合された

リサイクルゴム顆粒

カラー
表　層：グリーン、ブルー、レッド、ダークグレー、

ライトグレー、ベージュ（他のカラーも対応可）
弾性層：ブラック

幅 表　層：1,250 mm (± 1.5%) 
弾性層：1,500 mm (± 1.5%)

厚さ 表　層： 4 mm (± 0.3 mm) 
弾性層：4 mm (± 0.3 mm)(他の厚さも対応可)

ロール長さ 表　層：30 m (± 1.5%) 
弾性層：30 m (± 1.5%)(ご希望に応じて対応可)

ロール長さ 30 m (4 mm) (± 1.5 %) 
(その他の長さはご要望に応じて承ります)

引張長さ 0.7 N/mm² (EN 12230)

破断伸び 59% (EN 12230)

ボールリバ
ウンド 100% (EN 14877)

テクニカルデータ
素材 ポリウレタンエラストマー結合された

リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー
レッド、ブルー、purcolorライトグレー 

（その他のカラーはご要望に応じて承ります） 
原材料の状態により多少の色差があります

表層 SPORTEC® UNI classic (細粒構造)

弾性層 SPORTEC® standard

備考 表層と弾性層は接着した状態で納品されます

厚さ 8 mm (± 0.6 mm)

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

ロール長さ 15 m (± 1.5 %)

ブルー purcolorライトグレーレッド

ブルー

レッド

グリーン

ライトグレー ベージュ

ダークグレー

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR

R10
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SPORTEC® puzzle 2.0
堅牢で原状復帰が可能なソリューション
SPORTEC® puzzle 2.0 は、当社の定評ある床材「SPORTEC® color」と「SPORTEC® purcolor」を使用した床材で、フィットネス・
ジム施設、売店、展示場、備品保管室、アイススケート場などでの使用に適した堅牢で清掃性、撥水性に優れた床材です。両床材と同様
の優れた特性を持ち、機動性を兼ね備えています。インターロッキングシステムによりマット間の強固な結合を保証し、より広い面積を
素早く簡単に設置することができます。SPORTEC® puzzle 2.0 はインストール後も取り外して別の場所に敷くことができます。異なる
色の組み合わせが簡単にでき幅広いデザインを可能にします。

SURFACE

テクニカルデータ

素材

SPORTEC® color :  
ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

SPORTEC® purcolor :  
ポリウレタンエラストマー結合された
EPDM顆粒(ブラック)15%およびEPDM顆粒
(カラー)85%

厚さ 6, 8, 10 mm (± 0.3 mm) 
(他の厚さも対応可)

長さ x 幅
パズル寸法：1030 x 1030 mm (± 1.5 %) 
ジョイント以外の寸法：

1000 x 1000 mm (± 1.5 %)

耐火性
Efl (DIN EN 13501-1) (at SPORTEC color) 
Cfl-s1 (Bfl-s1 on request) (DIN EN 13501-1) 
(at SPORTEC purcolor)

ライトグレー

ブラック

ダークグレー

ブライトイエロー

レッド

グレー

ブルー



1313SPORTEC® powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0 / SPORTEC® powerturf 4.0

テクニカルデータ

カラー グリーン, ダークグリーン, ダークグレー,
ブラック, レッド, ダークレッド, ブルー

ロール幅 2m (± 1 cm)
(他の幅も対応可)

ロール長さ 15m (± 2 cm)
(他の長さも対応可)

1m²あたり
の重量 約3,500 g/m² (± 10%)

パイル長さ 13 mm (± 10%)

ステッチ率
(10 cm¹) 36/10 (± 10%)

Dtex 8000

ゲージ 3/16

テクニカルデータ

ロール幅 2m 及び 4m (± 1 cm) 
(他の幅も対応可)

ロール長さ 15m (± 2 cm) 
(他の長さも対応可)

パイル長さ 13mm (± 10%)

Dtex 6,600 / 8,800 / 11,000

SPORTEC® powerturf 1.0 / 2.0 / 3.0
豊富な種類の人工芝
SPORTEC® powerturfはジム用の人工芝です。密度が非常に高いため芝生上でのエクササイズやスプリント、スレッドトレーニング
などの過酷な使用にも耐えられます。 SPORTEC® powerturf 1.0, 2.0, 3.0は、お客様のニーズに合わせて人工芝を適応させることが
できます。 この人工芝は充填材を使用していません。

SPORTEC® powerturf 4.0
カスタマイズ可能な人工芝
SPORTEC® powerturf 4.0はカスタマイズされた人工芝です。 密度が非常に高いため芝生上でのエクササイズやスプリント、スレッ
ドトレーニングなどの過酷な使用にも耐えられます。 SPORTEC® powerturf 4.0は、お客様のアイデアを人工芝にデザインすること
ができます。 この人工芝は充填材を使用していません。

ダークグリーン

ダークグレー

グリーン

レッド

ブルー

ダークレッド

ブラック

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR
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UNDERLAYERS

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒の混合物

厚さ 8/4 mm (± 1 mm)

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

ロール材
長さ 8 m (± 1.5 %)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® shockwave 3D
優れた快適性と遮音性
SPORTEC® shockwave3Dは、快適性を高め、衝撃音を遮断するアンダーレイヤーです。音響問題を解決し、近隣住民とのトラブルを
避ける必要があるジムのために特別に開発された製品です。
SPORTEC® styleの下に敷設し、特にフリーウエイトエリアに適しています。さらに騒音を低減するだけでなく、アスリートが安全性を
犠牲にすることなく、ヘビーウエイトトレーニングで限界に挑戦することを可能にします。

SPORTEC® shockwave 3D
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SPORTEC® team cup X
さらなる快適性を追求したアンダーレイヤー
SPORTEC® team cup Xは衝撃音をさらに遮音し、快適に過ごすためのア
ンダーレイヤーです。屋内エリアのすべてのSPORTEC® 床材の下に設置
することができ、特にウエイトリフティングエリアのSPORTEC® styleの
下に適しています。

SPORTEC® trend
高い衝撃吸収性能を実現した弾性レイヤー
SPORTEC® trendは、アンダーレイヤー専用フロアカバーのSPORTEC® 
standardに基づいて開発されました。リサイクル原料から作られた独立気
泡リサイクルゴムとリサイクルゴム顆粒のバランスのとれた組み合わせで
構成され、SPORTEC® standardと比較して衝撃吸収性が向上しています。 
柔軟性と優れたボール反発特性を提供し、設置が簡単です。

SPORTEC® premium
高い衝撃吸収性能を実現した弾性レイヤー
SPORTEC® premiumは、リサイクル原料から作られた独立気泡リサイク
ルゴムとリサイクルゴム顆粒の特殊な組み合わせにより、最大許容変形量

（EN 14904に準拠）を超えることなく、非常に高い衝撃吸収を実現するよ
うに設計されています。学校施設、レジャーセンター、多目的スポーツ複
合施設などに最適な製品です。関節を保護し、怪我のリスクを最小限に抑
えます。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー ブラック

表面 顆粒構造

厚さ 8, 10, 12, 15 mm (± 0.3 mm)

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

ロール長さ 15 m/8 mm, 12 m/10 mm, 10 m/12 mm, 
8 m/15 mm(± 1.5 %)

テクニカルデータ

素材
ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒と独立気泡リサイクルゴムの
組合せ

カラー ブラック

表面 細粒状

厚さ 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm (± 0.3 mm)

ロール幅 1,500 mm (± 1.5 %)

ロール長さ
長さ [m] (± 1.5 %) / 厚み[mm]: 
20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 12/10,
10/12 (± 1,5%)

テクニカルデータ

素材
ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルセルラーゴムとリサイクルゴム顆粒の
特殊混合物

カラー ブラック

表面 細粒状

厚さ 6, 7, 8, 9, 10 mm (± 0.3 mm)

ロール幅 1,500 mm (± 1.5 %)

ロール長さ 20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 12/10 (± 1,5%)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® team cup X / SPORTEC® trend / SPORTEC® premium

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR

ブラック

ブラック

ブラック
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UNDERLAYERS

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
微細状リサイクルPUフォームとラテックス顆粒

表面 細粒構造

厚さ ロール：4, 6, 8, 10 mm (-5/ +15 %) 
スラブ：10mm, 20mm (-5/ +15 %)

長さ x 幅 スラブ：2,000 x 1,000 mm (± 10 mm)

ロール幅 1,500 mm (± 10 mm)

ロール長さ 30/4, 20/6, 15/8, 12/10 (+ 5 %)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® supercell DC 3
衝撃吸収に優れた軽量フォームマット
SPORTEC® supercell DC 3は、バレーボールやハンドボール、バスケットボール、バドミントン、テニスなどのスポーツ施設や多目的
施設の室内用弾性レイヤーとして使用されています。 適切な柔らかさのおかげでSPORTEC® supercell DC 3 弾性レイヤーは、安全性
を向上させ、関節の怪我防止に役立ちます。 学校の運動施設などにおいて理想的な製品です。 ポリウレタンエラストマーで結合された
微細粒リサイクルフォーム顆粒のミックスは、他の追随を許さない柔軟性と優れたボールの反発性を提供し、且つインストールが簡単です。

SPORTEC® supercell DC 3
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SPORTEC® supercell DC 2
衝撃吸収に優れた軽量フォームマット
SPORTEC® supercell DC 2は用途が広く、非常に軽量なフォームマットです。表面全体に使用したり、さまざまな用途のショック
パットとして使用することができます。DC 3よりも一段階柔らかさを付与した製品です。全てのスポーツ、全ての施設のご要望に
お応えできる硬度ラインアップを充実させています。製品は2×1m形式で提供され、簡単にカット可能です。

SPORTEC® supercell DC 2
衝撃吸収に優れた軽量フォームマット
SPORTEC® supercell DC2は用途が広く、非常に軽量なフォームマットです。表面全体に使用したり、さまざまな用途のショック
パットとして使用することができます。製品は2x1m形式で提供され、簡単にカット可能です。

SPORTEC® supercell DC 1
衝撃吸収に優れた軽量フォームマット
SPORTEC® supercell DC 1はsupercell製品シリーズの中で最も柔らかい製品です。DC 3、DC 2では実現できなかった柔らかさ
で関節の怪我防止に最適です。製品は2×1m形式で提供され、簡単にカット可能です。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
微細状リサイクルPUフォームとラテックス顆粒

厚さ 10, 20 mm (- 5 / + 15 %)

長さx幅： 2,000 mm x 1,000 mm (± 10 mm)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
微細状リサイクルPUフォームとラテックス顆粒

厚さ 10, 20 mm (- 5 / + 15 %)

長さx幅： 2,000 mm x 1,000 mm (± 10 mm)

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® supercell DC 2 / SPORTEC® supercell DC 1
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UNDERLAYERS

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

容積重量 約 770 kg/m³

ロール幅 1,500 mm (± 1.5%)

厚さ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 
[m/厚さ mm]

40/3, 30/4, 24/5, 20/6, 17/7, 15/8, 13/9, 
12/10, 10/12 (± 1.5%)

表面 微細粒状

カラー ブラック

引張長さ 最小 0.5 N/mm² (ISO 1798)

破断伸び 最小 50% (ISO 1798)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® standard 2.0
さらなる快適性と衝撃音の遮音を可能にする音響アンダーレイヤー
SPORTEC® standardは、階下への衝撃音の遮音に効果が期待できるアンダーレイヤー専用フロアカバーです。 9段階の厚さがあり、様々
な室内条件下でも対応できます。製品の両面を接着することにより、すべてのSPORTEC® 製品に対応が可能。 厚さに応じて適度なクッ
ション性が生じるために、長時間の仕事時の疲労軽減、快適な歩行性をお約束致します。

SPORTEC® standard 2.0

ブラック
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SPORTEC® team soft
屋外ホッケーピッチ用の人工芝アンダーレイヤー
リサイクルラバー繊維から製造されたSPORTEC® team softは、人工ホッ
ケーピッチの優れたアンダーレイヤーであり、あらゆるスキルレベルのプ
レーヤーを保護します。簡単な設置と長い耐用年数もSPORTEC® team 
softの特徴です。

SPORTEC® team cup
屋外競技、芝生の下層専用ラバークッションパッド
SPORTEC® team cupは、サッカーの芝生の下地構造として最適です。 
すぐに使えるロール状で提供され、人工芝の下に使用することで、従来
の人工芝に使用する充填材のゴム粒を使用する必要がなくなります。 
SPORTEC® team cupは、耐久性と耐荷重性が高い製品であり、特別に開
発された素材配合により、衝撃緩和、ボールのリバウンド、排水能力およ
び環境適合性、DIN（ドイツ工業規格）をクリアしています。 高性能ゴム
粒の特殊化合物により、SPORTEC® team cupは人工芝のフィールドに最
適な基礎構造となっています。

SPORTEC® black sprint
助走やウォームアップ陸上トラック用の弾性レイヤー
SPORTEC® black sprintは陸上競技のトラックやウォームアップトラッ
ク、その他の屋外多目的路面に強度と信頼性を提供します。ポリウレタン
にEPDM顆粒を配合した表面コーティングによりスパイクや紫外線、異常
気象に対する耐性を備えています。特殊な補強層が陸上競技のアスリート
の動きを安定させます。耐腐性があり、固まったりもろくなったりするこ
とがありません。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルラバー繊維

カラー ブラック

表面 細粒状

厚さ 8, 10, 12 mm (± 0.3 mm)

ロール幅 1,500 mm (± 1.5 %)

ロール長さ 15 m/8 mm,12 m/10 mm,
10 m/12 mm (± 1.5 %)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー ブラック

表面 細粒状

厚さ 8, 10, 12, 15 mm (± 0.3 mm)

ロール幅 1,250 mm (± 1.5%)

ロール長さ 45/8, 36/10, 30/12, 24/15 (± 1.5%)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー ブラック

表面 細粒状

厚さ 8, 9, 10, 12 mm* (± 0.3 mm)

ロール幅 1,250 mm (± 1.5 %)

ロール長さ 45/8, 40/9, 36/10, 30/12 (± 1.5 %)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® team soft / SPORTEC® team cup / SPORTEC® black sprint

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR

ブラック

ブラック

ブラック
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GOLF

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー

レッド、ブラック、グレー、グリーン、
ベージュ、イエロー、ブルー、ブライトブルー、
ブライトグリーン

（原材料の特性上、多少の色差が生じることがあり
ます）

表面 多孔質で滑らか

下層 ディンプル

厚さ 30 mm (± 2 mm)

長さ x 幅 500 mm / 500mm (± 0.8 %)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® golf slab
ゴルフ場の歩道やテラス、ティーイングエリアに最適なフローリング

SPORTEC® golf slab

レッド

ベージュ

ブライトグリーン

ブラック

イエロー

グレー

ブルー

グリーン

ブライトブルー
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SPORTEC® golf interlocking paver
ゴルフ場の歩道や練習場に最適なフローリング

SPORTEC® golf interlocking-paver slab
ゴルフ場の歩道やテラス、ティーイングエリアに最適な
フローリング

SPORTEC® golf ball reservoir
運動場やゴルフ練習場でのゴルフボールの保管

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
レッド、ブラック、グリーン 
(原材料の特性上、多少の色差が生じることがあり
ます)

表面 滑らかで、面取りされたエッジ

下層 滑らか

厚さ 43 mm (± 1,5 mm)

長さ x 幅 200 mm/ 165 mm (full), 100 mm/ 165 mm (half), 
200 mm/ 140 mm (starter)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
レッド(ブラック、グレー、グリーンはご要望に応じ
て対応可) (原材料の特性上、多少の色差が生じる
ことがあります)

表面 多孔質で滑らか

下層 ディンプル

厚さ 40 mm (± 2 mm)

長さ x 幅 500 mm / 500mm (± 0.8 %)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
レッド、ブラック、グリーン 
(原材料の特性上、多少の色差が生じることがあり
ます)

表面 滑らかな開孔構造

高さ 85/55 mm (± 0.8%)

長さ x 幅 630 mm / 250mm (± 0.8 %)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® golf interlocking paver / SPORTEC® golf interlocking-paver slab / SPORTEC® golf ball reservoir

MORE FROM YOUR FLOOR

MORE FROM YOUR FLOOR

レッド

レッド

レッド

ブラック

ブラック

ブラック

グリーン

グリーン

グリーン
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SHOOTING

SPORTEC® shooting & shooting pro

SPORTEC® shooting & shooting pro
射撃場での最適な保護のために
発射体を吸収する表面材として特別に設計されたSPORTEC® shooting & shooting proは、屋内射撃場や近くの屋外施設の床、壁、
天井を保護します。危険な跳弾と跳ね返りを確実に吸収します。素材の優れた弾力性により、吸収後の銃弾の穴はほとんど見えなくなり
ます。床に設置されたSPORTEC® shooting & shooting proは、適切な耐火PUコーティングで覆われている必要があります。火薬の
堆積物を簡単に取り除くことができるシームレスな表面を提供します。壁や天井には、このコーティングは必要ありません。

ブラック

グリーン

レッド

グレー

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
レッド、ブラック、グリーン、グレー 
(原材料の特性上、多少の色差が生じることがあり
ます)

表面 滑らかな開孔構造

厚さ shooting：40 mm (± 2 mm) 
shooting pro：45 mm (± 2 mm)

長さ x 幅 500 mm / 500mm (± 0.8 %) 
500 mm / 1000mm (± 0.8 %)



2323SPORTEC® SFR / SPORTEC® shooting block, cube, step / SPORTEC® fragsafe

SPORTEC® SFR
SPORTEC® SFRは、安全でシームレスな耐火性の表面を作成するために、SPORTEC® shooting & shooting proの上に塗布される
PUベースのコーティングです。このフローリングシステムは、床からの弾丸の跳ね返りを可能な限り防止すると同時に、火薬の残留
物を火傷や損傷のリスクなしに表面から簡単に取り除くことができます。 SPORTEC® SFRは、ドイツの技術承認条件を満たす優れた
耐火性クラスのBfl-s1を備えており、多くの射撃場の設計に適合します。

SPORTEC® shooting block, cube, step
発射体を吸収する表面材
SPORTEC® shooting block, cube, stepは、発射体を吸収する表面材と
して特別に設計されており、屋内の射撃場や近くの屋外施設のターゲット
を保護します。 

SPORTEC® fragsafe
弾丸の飛散を防ぐための断片化ゴムシート
SPORTEC® fragsafeは、リバウンド、破片、または最小の発射体部品から射手を保護するカーテンです。

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー ダークブルー、ブルー、グリーン、
パステルグリーン、ダークグレー、ライトグレー

表面 滑らかな開孔構造

厚さ shooting：43 mm (± 3 mm) 
shooting pro：48 mm (± 3 mm)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

カラー
レッド、ブラック、グリーン、グレー 
(原材料の特性上、多少の色差が生じることがあ
ります)

表面 滑らかな開孔構造

長さ/幅/厚さ

Block：
500 mm / 300 mm / 200 mm (± 0.8 %)
250 mm / 300 mm / 200 mm (± 0.8 %)

Cube：
400 mm / 400 mm / 400 mm (± 0.8 %)

Step：
1000 mm / 300 mm / 150 mm (± 0.8 %)
1000 mm / 240 mm / 120 mm (± 0.8 %)

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒

厚さ 6, 8, 10 mm (± 0.3 mm)

幅 1,250 mm (± 1.5 %)

長さ 20 m / 6 mm, 15 m / 8 mm, 
12 m / 10 mm(± 1.5 %)

ブルー

グリーン

ダークブルー

ダークグレー ライトグレー

パステルグリーン
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EXTRAS

SPORTEC® mountain

テクニカルデータ

素材 ポリウレタンエラストマー結合された
リサイクルゴム顆粒およびEPDMカラー顆粒

カラー
ベージュ、レッド、グリーン、グレー、ダークグ
レー、ブルー 
(原材料の特性上、多少の色差が生じることがあり
ます)

厚さ 30 mm (± 2 mm)

長さ / 幅 500 mm / 500 mm (± 0.8 %)

MORE FROM YOUR FLOOR

SPORTEC® mountain
スキーリゾート、スキーリフトに最適なソリューション
SPORTEC® mountainは、スキーブーツを履いて歩くのに理想的な高い弾力性により歩行快適性を提供し、サービスカートで通過するこ
ともできスキーリフトにも最適です。高品質のEPDMにより火災分類Cfl-s1の要件を満たしています。

グレー

レッド

ダークグレー

グリーン

ベージュ

ブルー



2525トレッドミル用防振防音プレート

トレッドミル用防振防音プレート"Absorber Pads"

テクニカルデータ

素材
表層：SPORTEC® color 0 
中間層：スチールプレート 
中間層：Vibrafoam®  
最下層：SPORTEC® premium

厚さ 4層構造：25.7mm

長さ / 幅 前輪：160mm / 380mm / 25.7mm 
後輪：直径160mm

前輪 後輪

Technical information
about the product and about vibration isolation

Product data sheet
SD
40

KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
Porschestraße 1

49356 Diepholz / GERMANY
www.purasys.com 

Load deflection curve

Modulus of elasticity

Recording of the 3rd loading; testing between 
steel plates at room temperature measured 
with a deflection rate of 1% of the thickness
per second
Form factor q = 3

Dynamic test: sinusoidal excitation with an 
oscillating range of ± 0.22 mm at 10 Hz
and ± 0.08 mm at 30 Hz

Quasistatic modulus of elasticity:  
tangent modulus taken from the  
load deflection curve

Test according to DIN 53513 
Form factor q = 3

Natural frequency of a single-degree-of- 
freedom system consisting of a fixed mass  
and an elastic bearing consisting of  
PURASYS vibrafoam SD 40 on a  
stiff subgrade.
Form factor q = 3

Natural frequency

© KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
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Recommendations for elastic bearing:

Static load: up to [N/mm²] 

0.040 

Dynamic load: up to [N/mm²]

0.065 
Load peaks: up to [N/mm²]

2.0 
Values depending on form factor and apply to form factor q = 3

Material mixed cellular polyether-urethane

Colour yellow

Delivery specifications
Thickness: 12.5 mm and 25 mm
Mats: 1.0 m wide, 2.0 m long
Stripes: max. 2.0 m lang

Other dimensions on request (also stamping and moulded parts).

Properties Value Test method Comment

Mechanical loss factor (1) 0.15 DIN 53513 (2) guide value

Static E-modulus (1) 0.316 N/mm² DIN 53513 (2)

Dynamic E-modulus (1) 0.743 N/mm² DIN 53513 (2)

Static shear modulus (1) 0.13 N/mm² DIN 53513 (2) preload 0.04 N/mm²

Dynamic shear modulus (1) 0.24 N/mm² DIN 53513 (2) preload 0.04 N/mm², 10 Hz

Resistance to strain 0.046 N/mm² at 10% deformation

Residual compression set < 5 % DIN EN ISO 1856 50%, 23°C, 70 h, 30 min after unloading

Tensile strength > 0.55 N/mm2 DIN 53455-6-4 minimum

Elongation at break > 400 % DIN 53455-6-4 minimum

Tear resistance > 1.1 N/mm DIN ISO 34-1/A

Rebound elasticity 50 % DIN EN ISO 8307 ± 10%

Specific volume resistance >1011 Ω·cm DIN IEC 93 dry

Thermal conductivity 0.07 W/[m·K] DIN 52612-1

Operating temperature -30 to +70 °C

Temperature peak +120 °C

Inflammability Class E / EN 13501-1 EN ISO 11925-1 normal flammable

(1) measured at maximum limit of static application range
(2) test according to DIN 53513

All information and data is based on our current knowledge. The data are subject to typical manufacturing tolerances and are not guaranteed. 
We reserve the right to amend the data.

Version 1.2 from 07/26/2017
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Recording of the 3rd loading; testing between 
steel plates at room temperature measured 
with a deflection rate of 1% of the thickness
per second
Form factor q = 3

Natural frequency of a single-degree-of- 
freedom system consisting of a fixed mass  
and an elastic bearing consisting of  
PURASYS vibrafoam SD 110 on a  
stiff subgrade.
Form factor q = 3

Natural frequency

© KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG
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Load deflection curve

Modulus of elasticity

Dynamic test: sinusoidal excitation with an 
oscillating range of ± 0.22 mm at 10 Hz
and ± 0.08 mm at 30 Hz

Quasistatic modulus of elasticity:  
tangent modulus taken from the  
load deflection curve

Test according to DIN 53513 
Form factor q = 3

Version 1.2 from 07/26/2017
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Recommendations for elastic bearing:

Static load: up to [N/mm²] 

0.110 

Dynamic load: up to [N/mm²]

0.170 
Load peaks: up to [N/mm²]

3.0 
Values depending on form factor and apply to form factor q = 3

Material mixed cellular polyether-urethane

Colour green

Delivery specifications
Thickness: 12.5 mm and 25 mm
Mats: 1.0 m wide, 2.0 m long
Stripes: max. 2.0 m lang

Other dimensions on request (also stamping and moulded parts).

Properties Value Test method Comment

Mechanical loss factor (1) 0.12 DIN 53513 (2) guide value

Static E-modulus (1) 0.861 N/mm² DIN 53513 (2)

Dynamic E-modulus (1) 1.86 N/mm² DIN 53513 (2)

Static shear modulus (1) 0.21 N/mm² DIN 53513 (2) preload 0.11 N/mm²

Dynamic shear modulus (1) 0.49 N/mm² DIN 53513 (2) preload 0.11 N/mm², 10 Hz

Resistance to strain 0.130 N/mm² at 10% deformation

Residual compression set < 5 % DIN EN ISO 1856 50%, 23°C, 70 h, 30 min after unloading

Tensile strength > 0.95 N/mm2 DIN 53455-6-4 minimum

Elongation at break > 400 % DIN 53455-6-4 minimum

Tear resistance > 1.9 N/mm DIN ISO 34-1/A

Rebound elasticity 50 % DIN EN ISO 8307 ± 10%

Specific volume resistance >1011 Ω·cm DIN IEC 93 dry

Thermal conductivity 0.08 W/[m·K] DIN 52612-1

Operating temperature -30 to +70 °C

Temperature peak +120 °C

Inflammability Class E / EN 13501-1 EN ISO 11925-1 normal flammable

(1) measured at maximum limit of static application range
(2) test according to DIN 53513

All information and data is based on our current knowledge. The data are subject to typical manufacturing tolerances and are not guaranteed. 
We reserve the right to amend the data.

Version 1.2 from 07/26/2017
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110

トレッドミル用防振防音プレートは、トレッドミルによって発生する振動を遮断するために開発され、ドイツ KRAIBURG 社の防音・
防振・免震効果を最大限発揮する製品を組み合わせた製品です。トレッドミルの前輪後輪の下に設置します。

構成する弾性素材はすべてドイツKRAIBURG社製です。同社は屋内・屋外で使用される様々なゴムラバー製の表層材・構成材を製造し、
多様なニーズに応えられる高品質で優れた製品を世界中の国々へ提供しています。
Vibrafoam® SD40（黄色）、SD110（緑色）素材は、建築、鉄道、様々な産業分野において開発された熱硬化性エラストマー発砲ポ
リウレタン材です。Vibrafoam®は、防振防音免震素材として、建築、鉄道、健康医療分野にて高い性能を発揮する専門性の高い素材
です。各種性能データに裏付けられた13種類の製品バリエーションがあり、用途に応じて最適な素材をご提供することが可能です。
この度はトレッドミル前方と後方それぞれ異なる重量、振動、音響の周波数に応じて、防音・防振・免震効果を最大限発揮するVibra 
foam® SD40とSD110製品を中間層③に採用しております。

【防振防音専用材を使用した4層構造を採用】
表層①

中間層②

中間層③

最下層④

SPORTEC® color0表層ゴム硬度A60を採用。スチールプレートの反響
音を抑制します。前輪部タイヤ脱輪防止SBR素材埋込式仕様。

スチールプレートはたわみぶれを抑制するスチールプレート。横断面はサ
ビ止め防止塗装済み3.2mm厚。

Vibrafoam® は振動を吸収し衝撃を遮音する発泡ポリウレタン材。独自
の可塑性圧縮回復能力を持ち、非常に弾力性のある特徴を持っています。
前輪部はSD40（イエロー）後輪部はSD110（グリーン）は特性に応じた
素材を採用しています。

SPORTEC® premiumはポリウレタンエラストマー結合で独立気泡リサイ
クルゴムとリサイクルタイヤゴム顆粒の特殊な組み合わた特殊混合物。
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海外納品事例

エストニア
SPORTEC® color15
SPORTEC® purcolor

スイス
SPORTEC® style color15

ドイツ
SPORTEC® style color15

海外納品事例
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海外納品事例

デンマーク
SPORTEC® purcolor 

イタリア
SPORTEC® mountain

イギリス
SPORTEC® UNI classic

海外納品事例
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国内納品事例

IPU環太平洋大学トレーニングセンター/TOPGUN（岡山県）
SPORTEC® style color15
SPORTEC® UNI classic 
SPORTEC® color0 

天理大学　トレーニングセンター（奈良県）
SPORTEC® style color15
SPORTEC® UNI classic
SPORTEC® color0
SPORTEC® color15
SPORTEC® edge & corner ramps

大阪国際大学　トレーニングセンター（大阪府）
SPORTEC® style color15
SPORTEC® UNI classic
SPORTEC® standard 
SPORTEC® edge & corner ramps

国内納品事例
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国内納品事例

TOYOTAアルバルク　トレーニングセンター（東京都）
SPORTEC® style color15
SPORTEC® UNI versa
SPORTEC® team cup
SPORTEC® standard 

上富田スポーツセンター（和歌山県）
SPORTEC® color15 
SPORTEC® standard 
SPORTEC® color0

森永トレーニングラボ（東京都）
SPORTEC® UNI versa
SPORTEC® style color15

国内納品事例
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KRAIBURG Relastec社は、古タイヤから工業用ゴム材料の製造を専門とする世界的な企業として活動しています。長年に

渡り、再生ゴム製造メーカーとして省資源、省エネルギー、CO2削減効果等、積極的に地球環境問題に取り組んできました。

約85,000トンの古タイヤ、独立気泡ゴム、ゴム製造廃材これらの原料から、私たちは社内で開発された特殊な製剤に基づ

いて良質の多様な顆粒ゴム製品を作り出します。

これらの顆粒ゴム製品は、当社の完成品に使用される材料の実に90％以上を占めます。すべて当社の製品は、品質を損なう

ことなく100％リサイクル可能です。

KRAIBURG Relastec社は、最重要事項として、全ての従業員スタッフは、地球環境の保護に取組んでいます。地球環境に

優しい持続可能な環境社会を創ることが私たちの使命です。

当社のロゴは、40年以上に渡り、地球環境の保護に取組んできた証であり、法規制を超えた環境保護のための更なる品質向

上と継続的な改善への決意を表しています。

�廃ゴム材料を新しい原材料や製品にリサイクルし、廃棄物・Co2削減と環境保護へ貢献して
います。

革新的で環境に優しい生産方法、技術開発へ積極的に投資します。

�当社の製品は環境問題を最優先し、継続的な品質テストとさらなる生産技術開発をしています。

�私たちは、より資源を保護することを可能にし、さらに環境に優しい代替品を開発することを
常に考えています。

�KRAIBURG�Relastec社は、日常業務において環境を保護するために努力し続けることを
お約束します。

�グループ会社を含む全従業員は、環境保全への理念を共有しています。

KRAIBURG Relastec社の地球環境保護への取り組み
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Installation of rolls Installation of tiles

タイル製品は、接着剤なしで設置できるように設計されており、
馬目地で取り付けてください。

タイルの間に隙間ができないようにゴムハンマーを使用し、�
タイル同士は真っ直ぐに並べてください。�

タイル製品はカッターナイフで切断できます。

SPORTEC®�ロールは常に同じ方向に敷設してください。

隣り合っている部分の間に隙間がないように、圧力をかけて
隣接する端部をお互いに面一にします。

SPORTEC®�ロールは接着剤を塗布し敷設してください。
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SPORTEC® FAQ

SPORTEC® Support Chat
SPORTEC® Team, You

どの厚みを選択すればいいですか？

Telekom.de  LTE 90% 

表層コートにつきましては、表面摩耗が激しいと予想
されるゴム表層へのグロス（ツヤ感）を付与されたい
場合など適宜実施できます。※推奨コート材も販売し
ております。
表面の摩擦抵抗が少なくなるため、安全上または競
技上グリップ性能が求められるエリアにはお勧めして
おりません。

通常カーディオエリアは6mm厚のロール材、フリーウ
エイトエリアは30mm厚SPORTEC®�styleを推奨し
ています。防音防振抑制が必要であれば、同じ製品構
造で厚みの異なるラインアップもございます。さらに
下層に柔らかいアンダーレイヤー材と組み合わせるこ
とにより表層の硬度はそのままで感触を柔らかくする
などバリエーションが多彩です。

6 mm
30 mm
(style)

防振防音に最適なSPORTEC® styleがお勧めです。
その下にアンダーレイヤー材を敷設することによりさ
らなる防振防音効果を発揮します。SPORTEC®に
は豊富な製品ラインアップがあり、最適な組み合わ
せをご提案いたします。長年の経験と豊富なデータ
ベースにより用途に応じた対策をすることができる
SPORTEC® �Gymcoustic�Systemもございます。
お気軽にお問い合わせください。

床暖房設備上でのSPORTEC®敷設実績も多く御座
います。暖房状態の床の表面温度によって選択する
種類や組み合わせも異なりますので、床暖房設備上
での敷設ご検討の際は営業担当にお問い合わせ下さ
い。�

床暖房の上にラバー床材を
敷設しても大丈夫ですか？

柔らかく弾力性があり、騒音や振動を軽減し、掃除も
容易なためフィットネス施設に最適です。耐久性に優
れており環境に優しい製品です。またフィットネス施
設だけでなくオフィスなど様々な施設にもお薦めで
す。

なぜフィットネスジムなどにラバー床材が多く敷
設されているのですか？

ジム下のテナントから騒音の相談を受けました。
なにか良い製品はありますか？

コーティング剤について教えてください。
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お気軽にお問い合わせください。
国内総代理店
株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント事業部
兵庫県西宮市二見町2-18-201
0798-66-5080
sportec@pttcorp.com

一般的な「ゴム臭さ」はゼロではございません。しか
し、SPORTEC® の原料は主にRe-SBRやEPDMを
使用しておりますが、製品の製造プロセス内に脱臭行
程を組み入れ可能な限り臭いを抑制しております。製
品納入後、もし匂いが気になる場合は換気を良くして
頂くことで、時間経過と共にさらに臭いは低減される
ようになると考えております。

臭いはしますか？

SPORTEC®製品には様々な防火クラスがございま
す。欧州規格であるEN13501-1でのクラスは、Cfl〜
Eflまでの防火クラスをラインアップしております。お
客様の用途、設置環境に合わせて最適なクラスの製
品をご紹介させていただきます。営業担当までお問い
合わせ下さい。

Cfl-s1

防火について教えてください。

納入後およそ８年〜１０年程です。※使用環境により
大きく異なりますのであくまで目安としての年数にな
ります。
SPORTEC® 製品は構造を形成しているラバーチッ
プ同士を接合する技術に優れており、耐熱や耐摩耗
などにおいても長期間の耐久性を実現しています。

床の耐久性はどのくらいですか？

問い合わせ先はどちらですか？

ロール材はどの接着剤を使用すべきですか？

一般ラバー用の接着剤で接着可能でございます。
SPORTEC® 専用の指定接着剤はなく、敷設には汎
用ウレタン樹脂系接着剤が多く使われております。

ロール材とタイルの主な違いは？

床のデザインはできますか？

ロール材は施工で接着剤が必要となりますが、㎡単
価が安価で広範囲の敷設に適しています。対してタ
イル製品は30mm,70mmの厚みがあるため防振防
音に優れており、接着剤が不要で容易に敷設可能で
す。

鮮やかなEPDMカラーなど豊富なカラーバリエーシ
ョンを揃えております。敷設後にウレタン塗装による
ペイントも可能です。

ドイツ�KRAIBURG社製と他社製品の違いは？

ドイツ�KRAIBURG社がリサイクルゴムチップを成形
するための高度なバインド技術力を有していることが
大きな違いです。そのため耐久性、耐摩耗性に大変優
れ、熱膨張、破断の比較テストにおいても優秀な結果
をおさめています。
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