バンドーバンライトEZ-Stick

新製品
New Product

BANDO BANLITE EZ-Stick

■構

造

Construction
ゴム床材（バンライトFR）

Rubber flooring (Banlite FR)

t=2.0〜3.0mm
特殊粘着剤層

Special adhesive layer

離型紙層

●ＥＺ-Ｓtick施工／車両
Installation on Railway Vehicle
技術

Technology

■ ゴム配合設計技術

Rubber compound design

(高い難燃性)

(Excellentflameresistance)

低発煙性・燃焼ガス低毒性

Low fuming / low toxicity in combustion gas

・耐延焼性

Flame retardant

■ 粘着塗工技術

Gluing technology

塗膜均一性

Equalize coating thickness

■ 意匠製造技術

Design pattern technology

Release paper layer

■ 環境（人、地球）にやさしい Environmental friendly (for human / the earth)

有機溶剤VOCの排出量について VOC emission of organic solvent
施工方法
How to install

EZ-Stick施工

従来施工（例）

施工時（1車両当り）
At manufacturing 1 vehicle

0kg

23kg

施工作業者への影響
Influence to Builder

無
No

有
Yes

施工環境への影響
Influence to Environment

無
No

有
Yes

項 目
Item

Installation by EZ Stick

豊富な色調

Variable colors

特長

Features

■ 環境（人・地球）
にやさしい

Environmental friendly (for human / the earth)

施工時VOC発生ゼロ

No VOC emission at installation

1車両=55㎡とした

■ 施工工数が低減
No need gluing

■ 施工環境を選ばない
Anywhere to install

低温(5℃以下)で施工できる

Can install at lower temperature
(5℃ and below)
适用低温（5℃以下）施工

用途

Applications

■ 鉄道車両用の床材として開発

=環境配慮

（施工時）
VOC 0（At installing）= Economic friendly
※VOC=揮発性有機化合物

Saves installation work load

接着剤塗布作業必要なし

VOCゼロ

1 Vehicle = 55㎡

VOC = Volatile Organic Compound

■ 優れた施工性 Excellent installation
EZ-Stick施工工程

下地清掃
Surface preparation

Process of EZ-Stick installation

位置決めと固定
Positioning and ﬁxing

施工工程低減

（施工例△37％）

Reduces Number of steps For installation
(Installation example △37%)

張り合わせ
Attaching

Applications

転 圧
Pressing compaction

従来施工工程（例） Current installation (I.e.)

①厚さ：2.0 〜 3.0mm
Thickness

②幅 ： 〜 1200mm
Wide

③長さ： 〜 25m
Length

端面カット
Cutting edge

※(ローラーなどで締め固めるという意味）
(滚轮等固定）

Developed as flooring for railways vehicle

製品寸法

Current installation (I.e.)

下地清掃
Surface preparation

位置決めと固定
Positioning and ﬁxing

養生マスキング
Masking for protection

接着剤スプレー塗布
Coating glue

張り合わせ
Attaching

転 圧
Attaching

端面カット
Attaching

※(資材を保護するという意味）
（资材维护）

接着剤スプレー準備
Prepare Coating glue

乾 燥
Dry

接着剤塗布工程が削減
Reduces coating steps

■ 施工下地を選ばない

◆各種下地に対する接着性
Adhesion to various base materials
床材 Flooring：厚さ thickness ３㎜

Any base materials are available to installation
下地の制約を受けません
No speciﬁc requirement in use of base
materials
一般に使用される下地に施工ができます。
(Can install to general purpose base materials)

■ 低温雰囲気でも施工ができます

(Can install at lower temperature)

30
25

せん断接着力

longitudinal
shear strength

N/cm2

20
15
10

従来方法では、施工性が悪い（施工を止めていた、乾燥に時
間を要していた）低温雰囲気でも施工ができます。
Installable at the lower temperature, which was
ineﬃcient in the conventional procedure due to
installation
Stop and longer time to dry.
◆巻上げＲ部の接着性（１）(Adhesion to Curling point(1))

●巻上げ部：Ｒ＝２０㎜、 ・床材の厚さ：３㎜
Curling point:R=20mm thickness of ﬂooring:3.0mm
●5℃雰囲気にて貼付け24時間後、-10℃→60℃×10サイクル
After 24hours from the installation at
5℃、-10℃→60℃×10cycles

5
0

樹脂系下地L
Resin “L”

After

樹脂系下地U
Resin “U”

AL

溶剤臭の問題なし

◆巻上げＲ部の接着性（２）(Adhesion to Curling point(2))
●巻上げ部：Ｒ＝２０㎜、 ・床材の厚さ：３㎜
Curling point:R=20mm thickness of ﬂooring:3.0mm
●常温貼付け後、60℃または-10℃雰囲気下
After attaching (60℃ or -10℃）
下地の種類(type of base material)

SUS

AL

SUS

AL

浮き上がりなし

浮き上がりなし

浮き上がりなし

浮き上がりなし

Not rise to surface

Not rise to surface

浮き上がりなし

浮き上がりなし

Not rise to surface

Not rise to surface

■ 高度な難燃性を有します

RT

Not rise to surface

浮き上がりなし

60℃

Not rise to surface

-10℃

Not rise to surface

浮き上がりなし

(Excellent ﬂame resistance)

鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」
(Flammability test for railroad vehicle「Flammability」)24-799K、24-800K、24-801 etc

URL:http://www.bando.co.jp
ベルト事業本部

SUS

No smell of solvent

下地の種類(Type of base material)
Before

樹脂系下地E
Resin “E”

産業資材事業部

営業部

東京営業グループ

東京都港区芝4丁目1番23号
（三田ＮＮビル）〒108-0014
TEL.03（5484）9100 FAX.03（5484）9106

名古屋営業グループ

名古屋市中村区名駅3丁目25番3号
（大橋ビルディング）〒450-0002
TEL.052（582）3257 FAX.052（586）4681

関西営業グループ

神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
〒650-0047
TEL.078（304）2016 FAX.078（304）2018

●ご用命、
ご相談は下記へ

Not rise to surface

浮き上がりなし

Not rise to surface

浮き上がりなし

Not rise to surface

