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MaSSC シールドタイル
施工・清掃マニュアル

MTSシリーズ
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P1

グループ会社「フジケア（介護施設）」にも
マスクシールドタイルが使用されており、
入居者の皆様の快適な生活空間づくりの
一端を担っております。

強い悪臭に悩まされていた公共施設でも、
マスクシールドタイルへの張替えにより、
ご好評を頂いております。

マスクシールドタイルの特長
マスクシールドタイルは、光触媒と抗菌金属による強力な除菌効果をもったタイル
です。マスクシールドタイルの強力な除菌効果により、菌による嫌な臭いの発生を
防ぎます。

光触媒には、光が照射されると有機物の分解や除菌を行うという光触媒効果が
あります。この光触媒効果は、光触媒に光が当たる限り持続します。

一般的な光触媒は太陽光などの紫外線を含む光にしか反応を示しませんが、マスク
シールドタイルに施された光触媒被膜は可視光にも反応するため蛍光灯などの
室内光でも光触媒反応を示します。

マスクシールドタイルの光触媒被膜は、フジコー独自の製法を用いているため、
光触媒の効果が高く、快適な生活空間をご提供します。



マスクシールドタイルMTS の注意事項

【保管上のご注意】

【取扱い上のご注意】
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マスクシールドタイルMTS のお手入れには絶対にワックス塗布を行わな
いで下さい。ワックスの影響で光触媒効果が十分に発揮されなくなります。
ワックス塗布を行わずに美観を保つための特殊な処理をしています。注意

！

マスクシールドタイルMTS の清掃は、強アルカリ系洗剤を使わないで下
さい。タイル表面の被膜とアルカリ成分が反応し、変色を起こす場合が
あります。注意

！

製品の保管は、梱包を解かずに平坦な場所で、積載は 15箱以下で行って
下さい。積み過ぎ、長時間にわたる直射日光や高温状態での保管、雨水
などによる水濡れは避けて下さい。変形・変質・変色の原因になります。注意

！

【施工前のご注意】

製品は、開梱時に反りやたわみが発生している場合があります。
反りやたわみが発生している場合には、反りやたわみを取り除いて施工
して下さい。反りやたわみがあるタイルを施工すると、
施工後に接着不良などの不具合が発生する場合があります。

注意
！



商品仕様　および　施工材料

適用環境

推奨する接着剤

MTS シリーズ　全 3色
種類　　　　　 MTS-450/SBG　ストレートベージュ
　　　　　　　　 MTS-450/PPN　ピンク・ポリーノ

　　　　　　　　 MTS-450/GGR　グラニット・グレー

外寸  445×445mm

厚み  3.0mm

寸法許容誤差 （外寸）±0.5mm

  （厚み）±0.15mm

梱包容量 14 枚 / 箱（約 2.8 ㎡）

梱包寸法 470×460×50mm（縦×横×高）

梱包重量 約 15kg/ 箱

推奨用途 リビング・店舗床など

屋内床：可　 屋内壁：不可　 厨房床：可　　浴室床：不可　 屋外床：不可　 屋外壁：不可　 

MTS-450/PPN MTS-450/GGR

470

50

460

MTS-450/SBG

445

445
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エポグレー S
（エポキシ樹脂系）

以下の条件別に接着剤を選定して下さい。条件に合わない接着剤を使われた場合は、タイルの剥がれなどの不具合が

発生することがあります。ご注意下さい。

一般工法

乾燥した下地（改装下地）

水分指標 8％以下
（高周波水分計モルタル換算値）

湿気のおそれのある下地

水分指標 10～ 8％
（高周波水分計モルタル換算値）

耐湿工法

吸水性の少ない下地

コンパネ、

木質系下地など

・接着剤の

なじみが悪い

吸水性のある下地 吸水性のない下地

金属系下地など

・接着剤の乾燥に

時間を要する

強い荷重のキャスターが使われる場所

・ハンドリフトなどの往来の多い場所

弱い荷重のキャスターが使われる場所

・事務椅子などが使われる場所

キャスターが使われない場所

エポグレー ST
（エポキシ樹脂系）

US セメント
（ウレタン樹脂系）

エコ AR600
（アクリル樹脂系）

ゴーセイ F
（ビニル共重合樹脂系）

東リ低臭USセメント
（ウレタン樹脂系）

US200
（ウレタン樹脂系）



施工用具

施工用工具一例
墨出し・計測  スケール、墨つぼ
切断加工  片ハンドルローラー、カッター、スケール
接着   タイルローラー
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スケール 墨つぼ 片ハンドルローラー

カッター タイルローラー



施工は下記施工フローに従って行って下さい。

タイルの割り付け

下地の確認・接着剤の選定

接着剤の塗布

張り付け

仕上げ・養生

引渡

P3

詳細は

P6

詳細は

P7

詳細は

施工フロー
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【施工前のご注意】

製品は、開梱時に反りやたわみが発生している場合があります。
反りやたわみが発生している場合には、反りやたわみを取り除いて施工
して下さい。反りやたわみがあるタイルを施工すると、
施工後に接着不良などの不具合が発生する場合があります。

注意
！
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張り付け

施工用具

・片ハンドルローラー

・カッター

・タイルローラー

・片ハンドルローラー

手順

（1）接着剤ごとの所定の待ち時間をとり、目地ずれのないように圧着しながら張り広げて下さい。

　　片ハンドルローラーを使い、タイル全体を十分に圧着して下さい。

（2）切込みを行うタイルを 1枚手前のタイルの上に正確に乗せて下さい。定規として使用する別の

　　タイル 1枚を壁に沿わせて、切込みするタイルの上に重ね、その幅をカットして下さい。

　　パイプなどがある場合、切込みを行うタイルを 1枚手前のタイルの上に正確に乗せ、印を付けて下さい。

　　周囲の何点かを同様に 1枚手前のタイルに正確に乗せ印を付けて下さい。

　　印をつないでカッターで切って下さい。

（3）張り付け後、30分間以内にタイルローラーや 3本ローラー（45kg ローラー）などで十分に圧着して

　　下さい。

※　作業にあたっては接着剤の指示に従って行って下さい。

マスクシールドタイルは温度により変形します。
施工時の気温が低い場合は、タイルが下地になじみにくく接着不良などの
不具合を起こし易いので、室内温度を 10℃以上に保って施工して下さい。
保管している場所でタイルが冷えている場合は、タイルの梱包を解き、
施工前に平坦な場所で室温 (10℃以上 ) になじませてから施工して下さい。

注意
！
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仕上げ・養生

使用道具

・布

・雑巾

・シンナー

・アルコール

手順

（1）接着剤がタイル表面に付着している場合は、固く絞った布、雑巾などで水洗いをして下さい。

　　ウレタン系、エポキシ系の接着剤が強固に付着している場合は、シンナー又はアルコールで

　　除去して下さい。

（2）タイル表面に不備がないかを確認し、接着強度が出るまで 48時間養生期間をとって下さい。

　　（接着剤に応じて養生期間を決めて下さい）

（3）養生期間後は固く絞ったモップで表面を水洗いして下さい。

（4）光触媒効果を損なうため、ワックス塗布は絶対に行わないで下さい。

（5）直射日光がタイル表面に当たらないように、窓は開放しない状態で作業を行って下さい。

（6）その他周辺の清掃時に、強アルカリ洗剤などがタイル表面に付着しないように注意して下さい。

マスクシールドタイル、MTSのお手入れには、絶対にワックス塗布を行わな
いで下さい。ワックスの影響で光触媒効果が十分に発揮されなくなります。

注意
！
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清掃

使用洗剤・道具
   

・スペースショット外壁用クリーナー（弱アルカリ性洗剤） オーブ・テック株式会社

・モップ

・ポリッシャー  ナイロンブラシ使用

要領

（1）日常の清掃は、固く絞ったモップで水拭きを行って下さい。

（2）汚れなどがある場合は、スペースショットを水で100倍に薄めたものを使用して下さい。希釈した洗剤を床

　　面に塗布し、固く絞ったモップで、水拭きを行って下さい。

（3）ひどい汚れがある場合は、スペースショットを５倍に薄め床面に塗布し、5～10分放置後、ポリッシャーと水

　　で洗浄を行って下さい。＜推奨：14インチポリッシャーにナイロンブラシを取り付け350回転/分で使用＞

（4）清掃後にタイル表面に残った水は、モップなどで軽く拭き取って下さい。

※強アルカリ系の洗剤（pH12 以上）は使わないで下さい。変色の原因となります。タイルの洗浄だけでなく、

　周辺の壁や窓を洗浄する際も、タイルへの洗剤の付着を避けるために出来るだけ使用しないで下さい。使用さ

　れる場合は、洗剤がタイルに付着しないように十分注意して下さい。付着した場合は、すぐに水洗いして拭き

　取って下さい。

※砥粒の入ったブラシ、パットなどは使用しないで下さい。タイルを傷付けます。

※極端な荷重をかけてのポリッシャー掛けは行わないで下さい。

※ワックス塗布は絶対に行わないで下さい。光触媒効果を損ないます。

マスクシールドタイル、MTSのお手入れには、絶対にワックス塗布を行わな
いで下さい。ワックスの影響で光触媒効果が十分に発揮されなくなります。

注意
！

マスクシールドタイル、MTSの清掃には、強アルカリ系洗剤を使わないで
下さい。タイル表面とアルカリ成分が反応し、変色する場合があります。

注意
！
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・マスクシールドタイルを強い直射日光下に施工されると、変色を発生させる場合があります。

・強アルカリ系洗剤や薬剤は、マスクシールドタイル施工現場では使用しないで下さい。

　それらがタイルに付着することで変色を発生させる場合があります。

　もし強アルカリ系洗剤や薬剤を使用される場合は、タイルに付着しないようマスキングを

　行った上で使用して下さい。

・床以外の内装工事でも、洗浄用に強アルカリ系洗剤を使用する際は、

　タイルに強アルカリ系洗剤が付着しないようにしっかりとタイルをマスキングしておいて下さい。

・マスクシールドタイルMTS にワックス塗布をされますと、光触媒効果を十分に発揮出来ません。

・日常の清掃でも強アルカリ系洗剤使わないで下さい。もしタイルに洗剤が付着した場合は、

　すぐに水で拭き取って下さい。変色します。

・マスクシールドタイルは、製法上の特性として色幅があります。除菌性能に関してはどのタイル

　も品質基準を満たしたものであるので、安心してご使用下さい。

・商品の特性上、開梱時にタイルに反りやたわみが生じている場合があります。

　反りやたわみがあるタイルを施工すると、施工後に接着不良などの不具合が発生する場合が

　あります。タイルを施工する際は、施工環境温度になじませてタイルの反りやたわみを

　取り除いて施工して下さい。

ご不明な点などのお問い合わせ先
株式会社マスクフジコー　〒802-0077　福岡県北九州市小倉北区馬借 1丁目 5番 18 号ランドスペース馬借 2F

TEL：093-513-2450　　FAX：093-513-2453　　

専用 E-mail：masscfujico@kfjc.co.jp　　ホームページ：http://www.massc.co.jp

フリーダイヤル：0120-80-2450　　月～金 9：00 ～ 17：00（土日・祝日および年末年始は除く）

免責事項


