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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、アイススポーツ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。 
 
原材料 
原材料︓ 
SPORTEC® color: リサイクルタイヤゴム顆粒(ブラック)及びカラーEPDM 顆粒(15%)をポリウレタンエラスト
マーで結合。  
 
SPORTEC® purcolor: 100%カラーEPDM 顆粒を使⽤。ブラック EPDM 顆粒 15%配合しポリウレタン
エラストマーで結合。 
 
デザイン 
 
          

カラー: 

            
 

    

 

          
 
表⾯︓きめの細かい顆粒構造と EPDM 顆粒 
注︓原材料の状態により多少の⾊差があります。 
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⼨法/公差/重量 
 
ロール幅︓    1,500mm（±1.5％） 
ロール⻑︓    30 m (4 mm) 15 m (8 mm) 

  20 m (6 mm) 12 m (10 mm) 
厚さ︓     6,8,10 mm（±0.3 mm）/カラー15％ 
     6mm *（±0.3mm） 
    （*その他の厚さはご要望に応じて承ります。） 
密度︓     約 1,050 kg /m³（SPORTEC color） 
                       約 1,250 kg /m³（SPORTEC Purcolor） 
1 ㎡あたりの重量︓   SPORTEC color: 

約 6.3 kg /m²（6 mm） 約 8.4 kg /m²（8 mm） 
約 10.5 kg /m²（10mm） 
SPORTEC purcolor: 
約 7.5 kg /m²（6 mm） 約 10.0 kg /m²（8 mm） 
約 12.5 kg /m²（10mm） 

 
 
製品テスト 
 
耐⽕性︓     Efl (DIN EN 13501-1) (SPORTEC color)  

Cfl-s1 (Bfl-s1 on request) (DIN EN 13501-1) (SPORTEC 
purcolor)  

引張強さ︓     min. 1.5 N/mm2 (EN ISO 1798) (SPORTEC color)  
min. 0.7 N/mm2 (EN ISO 1798) (SPORTEC purcolor)  

破断伸び︓ min. 80% (EN ISO 1798) (SPORTEC color)  
min. 70% (EN ISO 1798) (SPORTEC purcolor)  

硬度︓      60±5 ショア硬さ A（DIN 53505） 
温度範囲︓     -30℃〜80℃（内部試験） 
摩耗︓ SPORTEC color: 

max. 200 mm3 (DIN 53516) 
132 % Abrasion resistance index (ISO 4649:2017)  
SPORTEC purcolor: 
max. 450 mm3 (DIN 53516) 
35 % Abrasion resistance index (ISO 4649:2017)  
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摩擦係数︓     >0.30μ（DS）（EN 13893） 
 
 
滑り防⽌性︓       R 10（DIN 51130） 

R 11（RZ turbo protect zero + RZ grip で保護した場合） 
ステップ⾳の防⾳性︓ 16 dB (at 6mm) / 18 dB (at 8 mm) 

(DIN EN ISO 10140-3:2015-11) (SPORTEC color) 
15 dB (at 6 mm) / 16 dB (at 8 mm) 
(DIN EN ISO 10140-3:2015-11) (SPORTEC purcolor)  

静的荷重後の残留圧痕︓ 0.15 mm (at 6 mm) / 0.14 mm (at 8 mm) (at SPORTEC 
color) (ISO 24343-1) 
0.36 mm (at 6 mm) / 0.25 mm (at 8 mm) (at SPORTEC 
purcolor) (ISO 24343-1)  

圧縮永久ひずみ率︓      約 15％（内部試験） 
圧縮硬度︓       約 4.0 MPa (5mm) (内部試験) 
静電性︓       0.0 kV (EN 1815:2016) (at SPORTEC color)  

-0.6 kV (EN 1815:2016) (at SPORTEC purcolor)  
耐熱性︓       0.028m²K/ W（4 mm）（DIN EN 12664︓2001） 
耐光性︓ 2-3 (grey scale) (DIN EN 105-B02:1999-09) (SPORTEC 

color) 
4 (5*) (grey scale) (DIN EN 105-B02:1999-09) 
(SPORTEC purcolor) 
5 - 8 (blue scale) (ISO 105-B02:2014) (SPORTEC 
purcolor) 
(*適切な 2液型 PU ワニスで密封されている場合) 

キャスターチェア適性︓                 永久使⽤に適合（DIN EN 1307︓1997-06） 
排出量:                                 DIBt原則（AgBB エミッション試験）の要件を満たしています。 
VOC排出レベル︓     A+ 
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インストール 
取り付けは、SPORTEC®puzzle 2.0 のインストール説明事項に従って⾏う必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。  
© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020  
 


