Room Visualiser

シンフートレード株式会社

What's "Room Visualiser"?
アムティコ社のルームビジュアライザーは、クリックするだけで LVT（塩ビタイル）の施工イメージをシミュレーションする
ことが出来ます。
「カラー」「レイアウトパターン」「空間背景」をお選び頂き、簡単に施工イメージをご覧いただけます。

click!

施工現場の画像を読み込んで、そのまま床面の加工が出来る

シミュレーションイメージをそのままプレゼンに使える

貼り流し方向を変更してイメージを確認出来る

スマホやタブレットから操作が出来るので、お客様と打ち合わせをしながら使える

JPEG

施工後のイメージをメールで送り、共有出来る

Room Visualiser URL

http://amtico-commercial.esignserver2.com/gallery.do
シンフー CG

図面製作サポート

で検索

アムティコ社では、塩ビタイルのレイアウトパターンを図面に落とし込むサポートを行なっています。

CADデータを頂ければお手伝いが出来ますので、担当者までお問合せください。

操作マニュアル
Step 2

Step 1

③

②

この下に「Edit ﬂoor」
がございます。

「Show Floor」または「Finish」の
表示位置になります。こちらの
ボタンで進めて下さい。

①

画面右下の「Start」をクリックして開始します。
画面の中央付近に「Edit floor」と表示が出るので、クリックして編集
に進みます。

「Add a product 」を ク リ ッ ク し、カ ラ ー を 選 択 し て、画 面 右 下 の
「Finish」をクリックします。
「Add a Laying pattern」をクリックしてレイアウトパターンを選択す
る画面に進みます。

Step 2 の補足

Step 3
⑥-AA
③-

③-B

こちらから製品を絞り込む事が可能です。

Step 2「Add a product」の画面にて
表示されるプルダウンで絞り込みが出来ます。
・All Collection… 塩ビタイルのシリーズを絞り込めます。

（Signature, Form, Spacia, Cirro のシリーズの中から絞り込めます）
・All Designs … 木目・石目・抽象柄のいずれかに絞り込めます。
・All Palettes … 色調を絞り込めます。

「レイアウトパターン」は 2 種類あります。

＊Form, Spacia, Cirro のカラーを選んだ場合は Step 3-B スタンダードパターンのみ
表示されます。

3-A 「Statement Laying Pattern」 ステートメントパターン
イギリスで特注カットしたプランクで作る、オリジナルのパターン
3-B 「Standard Laying Pattern」 スタンダードパターン
規格サイズのプランクで作る、クラシックなパターン
※各パターンに記載されている「数字」は必要なカラー数です。
※
「S」は Stripping（目地棒）の略です。

Step 3-B

Step 3-A

④-BB
③-

⑥-A
③-

「Show Floor」または「Finish」の
表示位置になります。こちらの
ボタンで進めて下さい。

左上の「Statement Laying Patterns」を選択した場合
-1 パターンを選び、右下の「Confirm」で確定します。
-2 右下の「Finish」を押して進みます。
-3 2 色以上のパターンの場合、必要なカラー数が「Add a product」
に表示されますので、お好みのカラーを追加選択してください。
-4

「Show Floor」または「Finish」の
表示位置になります。こちらの
ボタンで進めて下さい。

右上の「Standard Laying Patterns」を選択した場合
-1 パターンを選び、右下の「Confirm」で確定します。
-2 右下の「Finish」を押して進みます。
-3 右下のプルダウンで「タイルサイズ」の選択が出来ます。
-4 ２色以上のパターンの場合、必要なカラー数が「Add a product」
に表示されますので、お好みのカラーを選択してください。

※カラーの追加は１色選択毎に「Finish」を押して進めてください。
画面右下の「Show Floor」を押すと施工イメージが表示されます。
-5

※カラーの選択は１つ選択毎に「Finish」を押して進めてください。
画面右下の「Show Floor」を押すと施工イメージが表示されます。

アイコン紹介
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画面左右の機能

E「Information」
選んだ床材とパターンの詳細確認や変更ができます。

A
H

B
C

I

D

J

E
F

K
L

F「Designers' Choice」
カタログに掲載されている、アムティコ社のデザインチームがコー
ディネートしたレイアウトパターンをそのままお使いいただく事が出
来ます。
G「Seach」
製品名や品番で塩ビタイルを検索できます。
H「My Designs」
画面上の「Edit Floor」を押し、レイアウトパターンを保存できます。

G

I「Share」
画面上でデザインしたレイアウトを共有できます。

A「Upload Photo」
自分の PC やタブレットに保存されている画像データを取り込んで
施工イメージを作成出来ます。 ※下記「新機能紹介」参照
B「Rooms」
空間背景の変更ができます。
C「Orientation」
レイアウトした塩ビタイルの張る角度を変更できます。
D「Zoom」
画面の一部を拡大してご覧いただけます。

J「CAD service」
画面上のルームイメージや天伏イメージを「.jpg」ファイルで保存で
きます。ルームイメージと使用しているカラー詳細やレイアウトパ
ターン詳細を印刷できます。
K「How to」
各アイコンの照会ページです。
L「Reset」
最初からレイアウトパターン編集を始めたい場合は、画面中央の「Edit
Floor」を押して左下の「Reset」を押してください。

新機能紹介

「Upload Photo」

実際の施工場所の画像や写真データを取り込むことで、施工場所に床材をレイアウトした
完成イメージをクライアントに分かりやすく伝える事が出来ます。

〈画像の取り込み方〉
１ 「Upload Photo」をクリックします。
２ 画面中央の「Upload your Photo」をクリックし、保存場所か
ら画像を選びます。
３ 画面右の「開く」を押すと、データが「My Rooms」に取り込
まれます。
４ 画像は「My rooms」に保存され、施工イメージの背景として
選べるようになります。

加工前の画像

「Upload Photo」使用例
羽田空港のチェックインカウンターの画像を読み込んで、
シミュレーションした使用例です。右が加工前の画像、下
の 2 点が加工後のサンプル画像です。

Sample 1

変更するフロア

Sample 2

Amtico 社 環境性能
1964年に創業してから55年以上もの長期間に渡り塩ビタイル業界のリーディングカンパニーとして「品質・生産技術・デザイン性」を進歩させて
きた Amtico 社は、地球環境や生活環境に対する影響を最小限にすべく最善の取り組みをしています。
Amtico 社が取得した数多くの認証の中で代表的な認証をご紹介いたします。
（Sigature, Form, Spacia）
低 VOC 排出製品として、室内の空気環境や健康に対
する安全な製品との認証を受けています。その中で
も「GOLD」は最高の評価となります。
この認証は世界中の室内空気環境認証試験の中でも
厳しい認証基準です。

Amtico 製品は、持続可能な建築設計への貢献度につ
いて、BREEAMの評価を受け「BREグローバルグリー
ンガイド」に記載されています。
世界最先端のビル環境アセスメントプログラムで、
世界的な環境格付けシステムです。

VOC（＝揮発性有機化合物）の生活環境に与える環
境基準値よりも低いと認証を受けています。
世界各国の弾性床材メーカーは、この認証の下で製
品認定しています。

ワックスを再施工する際に使用される、
「ワックス剥
離剤」による汚染排水を削減し環境への負荷を減ら
しています。その為、Amtico 社の全製品はワックス
フリー仕様となっています。その為、施工後のラン
ニングコストも減らせています。

生活環境に有害な Phthalate（フタル酸）を含まな
い可塑剤とバイオベースの可塑剤の両方を使用して
製造されています。裏面などの一部のリサイクル素
材を除く。



Recycle

生産過程で発生するカット端材の 40% をリサイクル
しタイルのバッキング材として再利用し、塩ビタイ
ルとして再利用できない端材は三角コーンや靴底素
材として供給し再利用しています。

シリーズ紹介
Signature（シグネチャー）

Form（フォーム）

Spacia（スペーシア）

Cirro（チッロ）
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価格は税別となります。

※1 目地棒は1箱（36本入り）で約5m2分の対応となります。
※2 シグネチャーシリーズの表面仕上げ「Tick」「Barnwood」「Ceramic」は、C.S.R滑り抵抗値試験で、乾燥状態 0.76以上、水＋ダスト 0.74以上となります。

✓

抗菌機能

アムティコ社独自の抗菌トリートメントで床面に付着したウイルスやバクテリアを 24 時間で 99％以上を削減させます。
試験は大腸菌と黄色ブドウ球菌を使い「JIS Z 2801・ISO 22196」の試験方法に準じて実施しています。但し、感染症対策や全ウイルスに効果を
保証するものではございません。

✓

複層塩ビタイルの表面クリア層

一般的な塩ビタイルのクリア層の厚みは 0.3～0.5mm が主流ですが、アムティコ社では商品毎に 0.55mm～1.00mm まで幅広く対応しています。
なかでもシグネチャーシリーズでは、表面のクリア層が 1.0mm もの厚みを誇り、重歩行耐久性は多くの国内製品の約２倍にもなります。

✓

ワックスフリーの床材

ワックス掛けの際に排出される「汚染排水」を無くし、環境への負荷を低減される目的でヨーロッパではワックスフリーの床材が主流になって
います。ワックス掛けの度に必要になる「労力・時間・コスト」も同時に削減する事が出来るため、後々の管理もスムーズに行えます。日常の
お手入れは普段通り「掃き掃除」や「水拭き」程度で行えるので特別なメンテナンスを行う必要がありません。

［ 取扱 い ブ ラ ン ド ］
Amtico

appiani

アムティコ社（イギリス）

アピアーニ社（イタリア）

品目：塩ビタイル

品目：セラミック製モザイクタイル

イギリスで1964 年に創業した床材のパイオニア
企業です。欧米で
「LVT＝ラグジュアリー・ビニー
ル・タイル」と呼ばれる高級塩ビタイルのメー
カーとして知られ日本には無い「1.0mm」の表
層クリア層を持つ超重歩行製品などを提案して
います。LVT に相応しい深みのある美しさと優
れた耐久性が魅力のメーカーです。

イタリアで 140 年以上の歴史があるセラミック
タイルのメーカーです。
12mm 角という小さなモザイクタイルを使った
「カスタムオーダー」が得意でスケッチやイメー
ジの画像を壁や床に描き出す事が出来ます。
一般的な 25mm 角のタイルよりも繊細な表現が
でき、発色の良いタイルを数多く取揃えています。

FORM AT WOOD

VERDE PROFILO

フォルム アット ウッド社（ポーランド）

ベルデ プロフィーロ社（イタリア）

品目：3D ウッドパネル（壁面装飾材）

品目：MOSSwall®（壁面装飾材）

ヨーロッパの森で育った木材を厳選しハンドメ
イドで研磨やオイル仕上げ作業を行う品質にこ
だわるポーランドの「WOOD PANEL」メーカー
です。ウッドパネルの表面は贅沢に「無垢材」
が使われ削り出された立体的な造形がとても印
象的です。
if DESIGN AWARD 2021 受賞
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021 受賞

北欧の森で育った良質な「苔」をパネル形状にし、
壁や柱などを彩る装飾素材のメーカーです。
湿度を 40％以上にするだけで、メンテナンスは
一切必要なく、施工も簡単な素材です。
施工場所の湿度を 40％以上に保つことで、柔ら
かさを保ちます。自然の風合いや香りも楽しめ
る製品で、成長する事はございません。

DELIGHT

KA

ディライト

ケーエー社（香港）

品目：家具

品目：人工大理石製 バスタブ＆洗面ボウル

「人々が行き交う空間をもっと心地良く」をコン
セプトにアイテムを取り揃えています。
柔らかみや温かみのあるデザインはシンプルで
座り心地やワクワク感を大切にしており、リー
ズナブルなプライスと両立した家具シリーズに
なっております。

既製品だけではなく、ホテル案件に合わせてバ
スタブや洗面ボウルをカスタムする事ができま
す。スタルクのホテル案件にも製品を供給して
います。
素材が持つ高級感のあるバスタブや洗面ボウル
は海外の高級ホテルで数多く採用されています。
製品の品質が認められて、欧米のサニタリーメー
カーからの OEM を請負うメーカーです。

Lefla

DADO

リフラ

ダド社（南アフリカ）

品目：アクリル製バスタブ、バスアクセサリー

品目：人工大理石製バスタブ＆洗面ボウル

アクリル製バスタブを案件の意匠に合わせてカ
スタムオーダーを受け、特注製作するという新
しい選択肢を加えたいという想いから、Lefla は
始まりました。既製品のバスタブも取り揃えバ
スアクセサリーも既製品と特注品がございます。
高品質でリーズナブルなアイテムをプロジェク
トにご提案いただけます。

天然素材である石英と樹脂を混ぜ合わせ、とて
も滑らかな質感のバスタブを製作しています。
大胆かつ繊細なデザインが注目されています。

Jee-O
ジーオー社（オランダ）
品目：水洗金具

他にないデザインを提案する水洗金具のメーカー。

［ Show Room Information ］
シンフートレード株式会社
営業時間

所在地

N

月～金曜 10：00 ～ 16：30
（土日・祝日・夏季・年末年始はお休みをさせていただきます）
※ショールームは完全予約制となっておりますので、事前の
ご予約をお願い致します。

り

サ

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2 - 4 - 3 HOURAIビル 2F
※ＪＲ・西武池袋線「池袋」駅より徒歩約 10 分
有楽町線「東池袋」駅より徒歩約 6 分
副都心線「雑司が谷」駅より徒歩約 7 分
都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅より徒歩約 2 分

（有楽町線）
東池袋駅

豊島区役所

都電
雑司ヶ谷駅

ミニストップ
無印
良品

ジュンク堂
書店

東通り
南池袋小学校

大鳥神社
鬼子母神堂

雑司が谷駅
（副都心線）

03-5985-4606
03-6850-3763
contact@sinfoogtrade.com
www.sinfoogtrade.com
http://facebook.com/Sinfoog.Trade
https://www.instagram.com/sinfoogtrade_oﬃcial/
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