


Das sind die ausgewählten Innovationen 2015 & 2016

Die zehnköpfige Jury mit Experten aus Design, Architektur, Raumausstattung, 
Presse und Immobilienwirtschaft hat die Produkte auf kategoriespezifische 
Kriterien hin überprüft und unter folgenden Aspekten ausgewählt: Relevanz für 
die verschiedenen Zielgruppen, technologische Neuerungen, Designkonzept und 
Qualität.

2015＆2016年のイノベーション製品に選出

WINNER OF

THE WORLD OF FLOORING

HANNOVER - GERMANY

2015 2016International prize 
for best innovations

様々なターゲットグループにおける関連性、技術的イノベーション、デザインコンセプト、品質な
どの特定の基準をもとに、デザイン、建築家、インテリアデザイン、プレスそして不動産業などの
各業界のエキスパート10名で構成された審査会により選出される、カテゴリ毎の「最高のイノベ
ーション製品」にiDeckingは2年連続で選ばれました。



THE WORLD OF FLOORING

HANNOVER - GERMANY
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iDecking (アイデッキング) の
提供するデッキの施工では、ビ
スや接着剤などを一切使用しま
せん。割れやささくれ、凹凸な
どのわずらわしさから解放され 
美しいラインの完璧な仕上がり
を実現します。

iDeckingシステムの施工はとて
も簡単です。特に当社の人工デ
ッキ材 DURO (ドゥーロ)は、
メインテナンスの手間もかかり
ません。構造的にも安定してお
り、デッキを長く安心してご使
用いただけます。

ビス不要！
だから、割れやささくれなどの心配も不要です。
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iDecking の開発した耐候性、
耐久性に優れた新しいエコ素材 
DURO。木を一本も伐採すること 
なく作られる環境に優しいデッキ
材です。

主成分は米のもみ殻。

もみ殻は通常、農業廃棄物として
焼却処理され、二酸化炭素を排出
しています。iDeckingはそのもみ
殻を、丈夫で弾力性のあるスタイ
リッシュなデッキ材として再生し
ています。さらに、DUROは100%
リサイクル可能です。
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iDeckingは、定期的な保守
メインテナンスや修理、補
修などの手間の大幅な軽減
をお約束します。

天然木材や人工材を使った
デッキで頻繁に発生する、
様々なトラブルから解放さ
れる画期的なシステムを提
供します。
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Fastest

当社では、より迅速な施工
プロセスを実現するために
開発を重ねてきました。

iDeckingシステムでは、
従 来 に 比 べ て 約 5 分 の 1 
までの施工時間短縮が可能
です。

工程の簡略化により、設置
費用が削減し、施工時の作
業ミスもなくなります。





コーヒー

チーク

エイジド

ホワイト

豊富なカラーバリエーション

当社の DURO は米のもみ殻とポリマーを混合して 
生まれた革新的な素材です。着色、加工することで、
木の風合いを再現し、豊富なカラーバリエーション 
を楽しむことができます。

さらに、フラットとリブの表面加工の組み合わせで 
幅広いラインナップをご用意しています。

ご要望に合わせてお好みの色の生産も可能です。

テッラクリア

DURO
Standard Colors





Works

HOW

iDecking Revolution のデッキシステムのご紹介



EASYCLICK
EASYCLICK
EASYCLICK デッキの施工を足で踏むだけでできる！

… なんてこと、考えたことがありますか？



EasyClick system
iDeckingでは足の踏む力だけでの設置可能な、特許取得のイージークリック    (EasyClick) 
システムを提供しています。
イージークリックシステムにより、施工過程での作業ミスのリスクを削減し、飛躍的
な作業時間の短縮と安定した仕上がりをお約束します。

イージークリックシステムとは？

特許取得のコア技術でもあるナイロン製の”クリップ”付きの根太を使用。デッキ板を
その上に置いて足踏みの力を加えるだけで設置が可能です。

イージークリックシステムのメリット

• 従来の施工方式に比べ、約5分の1まで時間短縮が可能
• ビス、接着剤及び従来方式のクリップなどが不要
• 作業ミスのリスクゼロ
• 体力消耗の軽減
• 水溜まりを回避
• 耐候性、耐久性の向上
• クリップによる固定により、自動的に美しいラインを実現



Pain 
is Over!!!

iDeckingシステムは、実際にデッキを施工作業する方々が日々
直面する様々な問題とそれに伴う経験を元に生まれました。

iDeckのイージークリックシステムではビスや接着剤は使用し
ないので、ドリルやかなづちなどの工具の不具合や故障による
作業の遅れや、デッキ板を均等に真っ直ぐ並べる手間にかかる
時間が節約でき、作業時間を大幅に短縮することができます。

クリップのガイドにより、施工作業の中で自然と形作られるデ
ッキ板の美しく完璧に整列したラインは、全てのお客様にご満
足いただけるはずです。

イージークリックでは根太を35cm間隔で配置し、一枚のデッ
キ板の4カ所をクリップで固定しています。これにより、床面
又は壁面全体の構造が安定し、頑丈な仕上がりとなります。

数種類のクリップを駆使することで、お客様のニーズに合わせ
た様々なデザインの実現も可能です。

プロの施工者の方へ



NEW!  デッキ材ジョイント部の間隔を揃えるクリップ

iJac

イージークリックシステムのクリップ

クリップ A
基本となる根太に使用するクリッ
プ。デッキ板の美しい直線ラインを
実現します。

組合せ例

AD AS

クリップAD/クリップAS 
（ハーフクリップA）
クリップAの取り付けできない箇所
に使用するクリップ。右端となる
部分にはAD、左端にはASを適用
します。

組合せ例

クリップ B
２枚のデッキ板を縦横に組み合わせ
る場合に使用するクリップ。デッ
キ板設置する方向を変えることが
可能です。

組合せ例

BD BS

クリップBD/クリップBS 
（ハーフクリップB）
2枚のデッキ板を縦横に組み合わせ
る場合に使用するクリップ。クリッ
プBの取り付けできない箇所で右端
となる部分にはBD、左端にはBSを
適用します。

組合せ例

クリップ BS + AD

クリップ AS + BD

クリップ BD + BD or BS + BS

イージークリックシステムのクリップの組合せ例

デッキ材 DURO を使ったイージークリック、イージーチェンジにて
ご利用が可能です。







EASYCHANGE
EASYCHANGE
EASYCHANGE

① 専用キーを差し込んで 
　 まわす

取り付け、取り外しが自由自在！

ドライバーを使わず、床のあらゆる部分のデッキ板の

取り付け、取り外しが可能です。

② デッキ板を取り付け、取り外し！



EasyChange system
iDeckingの提供する特許取得のイージーチェンジ（EasyChange）システムは、床の
あらゆる部分のデッキ板を自由に取り付け、取り外しできる世界で唯一の画期的なシ
ステムです。
特殊な技術は不要で、専用キーひとつでデッキ板の取り付け、取り外しが可能です。 
イージークリックシステム同様、ビスや接着剤及び工具は使用していないので、取り付け、 
取り外しにおける作業ミスのリスクを削減し、作業時間の短縮と安定した仕上がりを
お約束します。

イージーチェンジシステムとは？ 

特許取得のコア技術の根太、特殊クリップ、T字型の専用キーを採用。特殊クリップ
の間に固定したデッキ板を専用キーひとつで簡単に固定、取り外しができます。

イージーチェンジシステムのメリット

• 床のあらゆる部分のデッキ板を自由に取り付け、取り外しを可能
• 取り付け作業時間を最大で50%短縮
• 耐候性、耐久性の向上
• ビス、接着剤及び従来方式のクリップは不要
• 作業ミスのリスクゼロ









デッキ素材
製品ラインナップ

天然ウッド & 人工材



DURO
DURO(ドゥーロ)は、iDeckの長年の研究開発と試験の繰り返しにより生まれた、屋
外の床や壁材に最適な最新の素材です。
主成分は天然の米のもみ殻。通常、焼却処理され二酸化炭素を排出する農業廃棄物
とされる材料を再生利用し、バージンポリマーと混合することで、とても万能な素
材 DUROとして生まれ変わります。
DUROは100%リサイクル可能な環境に優しいエコ素材。 
見た目、手触り共にとてもナチュラルで、色づけや加工によりiDeckシステムのあ
らゆる施工方法での設置が可能です。
DUROは当社の提供するイージークリック、イージーチェンジの両システムにてご
利用が可能。表面加工はフラット、滑り防止リブの2種からお選びいただけます。

DURO のメリット 
• 100%リサイクル可能の環境に優しいエコ素材
• 簡単メインテナンス
• 優れた耐候性、耐久性
• 特色の注文が可能
• 欠けたり、ささくれたりせず、素足での歩行が可能
• 水や海水に強い
• UV耐性が高い
•  虫害がなく、腐食しにくい
•  耐火性B1クラス（自消性材料）



DURO
DURO
DURO

EasyClick EasyClick EasyChange

最も革新的でエコフレンドリーで耐久性に 
　 優れた床はお米のもみ殻からできています

アルミ製根太
21x62 mm

アルミ製根太
21x62 mm

アルミ製根太
25x50 mm

DURO 140x25x2800 mm 
フラット

DURO 140x25x2800 mm 
滑り防止リブ加工

DURO 140x24x2800 mm
フラット







DUROExcellence 

iDeckingがご紹介する米のもみ殻を使用した DURO に、更にワンランク上の製品
ラインナップ DUROExcellence (ドゥーロ・エクセレンス)。成形前の原料のバージン
PVCともみ殻に着色を施すことで、傷がよりつきにくく、また、塗装された素材に
比べ退色しにくくなっています。
DUROExcellence は７色をご用意しています。そのうち６色は木目調の独特の風合いを
お楽しみいただけます。

DUROExcellence は、DUROと同様100%リサイクル可能な環境に優しいエコ素材で 
見た目、手触り共にとてもナチュラル。木の風合いはそのままに、上質の天然木材
や DUROに比べより退色しにくい素材となっています。DUROExcellence は当社の提
供するイージークリック、イージーチェンジの両システムにてご利用が可能です。

DUROExcellence のメリット 
• 成形前に着色
• ６色は木目調の独特の風合い
• 100%リサイクル可能の環境に優しいエコ素材
• 簡単メインテナンス
• 優れた耐候性、耐久性
• 欠けたり、ささくれたりせず、素足での歩行が可能
• 水や海水に強い
•  虫害がなく、腐食しにくい
•  耐火性B1クラス（自消性材料）



Available Colors

Tensile strenght at break 35.1 N/mm2

Elongation at break 3%
Thermal conductivity 015 W / (mk)
Density ca 1280Kg/m3

Nail withdrawal test ASTMD 6117 105 N
Screw withdrawal test ASTMD 6117 312 N
Humidity behaviour very low humidity absorption 

no dimensional change
Water absorption very low humidity absorption 

no dimensional change
0,26% 
ASTM D570

Linear expansion at 40°C Temperature 0,13%

MATERIAL CHARACTERISTICS

Formaldehyde emission <0,01mg per m3 per hour

EMISSION TEST 
(TUV SINGAPORE, SEPTEMBER 2010)

DEHP (Di-ethylhexylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
DBP (di-n-butylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
BBP (Benzybutylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
Fire Behaviour B1

PHTALATE EMISSION

RAW MATERIAL rice husks, virgin pvc

DURO
テクニカル・データ

Slipperiness CEN/TS 15676 pass
Falling mass impact resistance EN 477 pass
Flexural properties EN 310 pass
Creep behaviour EN 15534 pass
Moisture resistance under cyclic test conditions EN 321 pass
Swelling and water absorption EN 317 pass
Linear thermal expansion ISO 11359-2 pass

Hamburg University TESTS

チーク (TEAK)
木目調

テッラ (TERRA)
木目調

アイボリーホワイト
(IVORY WHITE)

木目調

ムーアオーク
(MOOR OAK)

木目調

デニム (DENIM)
木目調

サドル (SADDLE)
木目調

ダークチョコ 
(DARK CHOCO)

木目調







ETHERNO    100% BAMBOO

iDecking Revolutionは、デッキシステムとその素材、環境配慮への取り組みに関す
る研究開発におけるリーディングカンパニーです。このような背景から、100%竹
を使用した商品 ETHERNO (エテルノ) のプロジェクトが誕生し、当社の開発チーム
はこれに着手してきました。
竹は他の木に比べ非常に成長が早く、地球上で最も多い資源のひとつです。この竹
を資材としたETHERNOは欧州規格CE及び森林管理協議会によるFSCなどの環境認
証を取得しています。当社独自の圧縮、炭化のプロセスとその管理により、100%
竹を使用した耐久性、耐候性、強度の高い製品が実現されています。
ETHERNOは当社の提供するデッキシステム、イージークリック、イージーチェンジに
てご利用が可能です。

ETHERNO のメリット

• 環境に優しいエコ素材 - 100%竹使用
• FSC認証製品
• 簡単メインテナンス
• 優れた耐候性、耐久性
• 欠けたり、ささくれたりせず、素足での歩行が可能
• 水や海水に強い
• 経年変化により、アンティークな風合いを楽しめる
•  虫害がなく、腐食しにくい
•  耐火性クラス１



BAMBOO
BAMBOO
BAMBOO

EasyClick EasyChange

ETHERNO 140x20x1850 mm 
フラット又は滑り防止リブ加工

ETHERNO 140x20x1850 mm 
フラット又は滑り防止リブ加工

竹は他の木に比べ成長が早く、 
地球上で最も多い資源のひとつです。

この竹を資材としたETHERNO は
CE及びFSCの環境認証を取得しています。

アルミ製根太
25x50 mm

アルミ製根太
21x62 mm







Wooden Decking 
& Wall Claddings

EasyClick EasyChange EasyClick EasyChange

チーク
120x19 mm

チーク
120x19 mm

フラット又は滑り防止リブ加工 フラット又は滑り防止リブ加工

アルミ製根太
21x62 mm

アルミ製根太
25x50 mm

フラット又は滑り防止リブ加工 フラット又は滑り防止リブ加工

アルミ製根太
21x62 mm

アルミ製根太
25x50 mm

イペ90
90x25 mm

イペ90
90x25 mm



WOOD
WOOD
WOOD

EasyClick EasyChange EasyClick EasyChange

イペ140
140x25 mm

イペ140
140x25 mm

アンジェリム・アマルゴサ
120x21 mm

アンジェリム・アマルゴサ
120x21 mm

フラット又は滑り防止リブ加工 フラット又は滑り防止リブ加工 フラット又は滑り防止リブ加工 フラット又は滑り防止リブ加工

アルミ製根太
21x62 mm

アルミ製根太
25x50 mm

アルミ製根太
21x62 mm

アルミ製根太
25x50 mm

iDeckingでは天然ウッドデッキもご用意 
しています。材質は性能の高い、チーク、
イペ、アンジェリム・アマルゴサ。
当社の木材の調達は、最新の制度に準じ 
て実施されています。



Framing / Railing profiles
DURO ETHERNO チーク

(Teak)
イペ140
(Ipe 140)

イペ90
(Ipe 90)

25x70 mm

10x95 mm 20x140 mm 19x120 mm 25x90 mm 21x120 mm25x140 mm

アマルゴサ
(Amargoso)

DURO は着色処理していない状態では”ナチュラル”カラーとなっています。本来の色味を生かしたものも含め、６色をスタンダードカラーとして 
ご用意しています。ナノテクノロジーによる表面加工を施し、汚れやシミがつきにくく、汚れを落としやすい、耐候性、耐久性のある製品です。

クリア
(Clear)

コーヒー
(Coffee)

チーク
(Teak)

エイジド
(Aged)

ホワイト
(White)

テッラ
(Terra)

DURO clickable Step profile （イージークリックシステムに対応）

階段の角やデッキの輪郭などの施工をより簡単に！ 
イージークリックのステップ・プロファイル（Step Pprofile） 
は"クリック"ひとつで取り付け可能なデッキのエッジ処理 
システムです。 

Color Treatments



iDecking Revolution

iDecking Revolution は屋外用デッキ材にイノベーションをもたらすメーカーとして誕生しました。

長年の間、建築家、デザイナーそして経験豊富な施工オペレーターが一体となって研究開発及び試験
を繰り返すことにより、従来のデッキの施工面や素材面での様々なトラブルを解消し、真に進化した
デッキを提供しています。

• 足で踏むだけで、デッキの施工できる
• ドライバーも使わずに床のあらゆる部分のデッキ板の取り付け、取り外しが自由自在にできる
• 米のもみ殻で革新的で丈夫なエコフレンドリーなデッキ材ができる

‥なんて、考えたことがありますか？iDecking Revolutionはすべてを実現しました！

当社の提供する特許取得の施工システム、イージークリックとイージーチェンジでは、優れた耐久性
を保ちつつ、世界中の従来の施工の常識を覆す画期的な簡略化を果たしました。

また、特許取得の100%エコフレンドリーデッキ材 DURO は、従来のデッキの素材に由来する耐候
性や耐久性、そして安定性に関するトラブルを解消した進化したなデッキ材です。





FAQ
FAQ
FAQ

iDeck srl
S.S. Cassia Km. 62,200 - 01019 - Vetralla (VT) - ITALY

info@idecksystems.com - www.idecksystems.com

DUROの原材料は何ですか? 

DURO はバージンポリマーと農業廃棄物である天然の米のもみ殻を革新的な技術工法にて混ぜ合わせてできる非常に万
能な素材を押し出し成形して作られます。

DUROはどのように扱えばよいですか? 

DURO は木材と同様に取り扱いいただけます。切断、穴開け、ヤスリかけ、接着、塗装など、チーク材を扱うのと同じ
道具及び工具をご使用ください。

設置したデッキをいつもきれいに保つにはどうすればよいですか? 

天然ウッドもDURO も、床材としてお使いいただいていると、油やワイン、その他の様々な物で汚れてしまうケースが
あるはずです。基本的には家庭用の洗剤をお使いいただくことで汚れは落とせます。もしそれでも落ちない場合は、
紙ヤスリ(40-60番)を使って木目に沿って軽くこする方法を試されるのも良いでしょう。ただ、お掃除の手間を省くた
めにも、まずは透明の保護塗料を塗装することをお勧めします。

DUROは環境に優しい素材ですか? 

はい、その通りです。DURO は環境に優しい、100％リサイクル可能な素材です。主成分は天然の米のもみ殻で、木材
に比べて非常に再生サイクルの短い原料です。そして、本来は農業廃棄物として焼却処理されて二酸化炭素を排出し
ている材料を再生利用しているのです。



scan the code to download this catalogue in your language



or go to www.idecksystems.com/downloads



www.idecksystems.com

www.idecksystems.com/socials


