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abc067@abc-t.co.jp

以下必要事項にご記入いただきメールにて添付いただくか、FAXにてお申し込みください。

参加希望セミナーに○を付けてください。（複数ご選択いただけます。）

ABCセミナー2018

会　場：TEPIA 地下1F会議室（外苑前）
セミナー定員：各回 先着50名様
　　　　　　　　　（定員になり次第締め切らせていただきます。）

ABC商会では、さまざまな建材の種類や特性をご紹介することを目的とし、
｢ABCセミナー｣と題しまして建材セミナーを開催しております。
今回は、外苑前にある「TEPIA」にて開催いたします。
また、展示ルームでは、新商品やおすすめ商品をご覧いただけます。
休業中の東京ショールームに代わり、弊社商品に触れる機会となりますので、
ぜひお立ち寄りください。
皆さまのご来場を、社員一同心よりお待ちしております。

〒

貴社名

お名前

TEL

E-mail

勤務先のご住所

部署名

FAX

セミナーのお申し込み

E-mail

7/11（水） 7/12（木）
セミナー［A-1］
「商業施設向け無機系床仕上げ材について」
13：00～14：00  （受付12：45～）

セミナー［B-1］
「人工木デッキ材の進化とこれから」
14：30～15：30  （受付14：15～）

セミナー［C-1］
「耐震Exp.J.カバーの新しい選択肢とは」
16：00～17：30  （受付15：45～）

セミナー［D-1］
「良い床づくりのために～塗り床の下地処理と端部納まり～」
18：00～19：00  （受付17：45～）

2018年 7/11（水）・7/12（木） 展示ルームは
ご予約なしで
開催時間中
ご自由にご覧
いただけます。

セミナーの詳細、会場までのアクセスは
裏面をご覧ください。

■セミナールーム ■展示ルーム

12：30

20：00

■セミナールーム ■展示ルーム

10：00

18：00

ご来場いただいた方に記念品をプレゼント！

※ご来場の際は、総合受付でお名刺を2枚頂戴いたします。お手数ですがご協力をお願いいたします。
※セミナーをお申し込みの方には、後日、受講票をメールにてお送りします。当日はそちらを印刷のうえ、お持ちください。
　なお、お申し込みは本ご案内一枚につき、おひとり様とさせていただきます。

03-3581-4944FAX

@

セミナー［A-2］
「商業施設向け無機系床仕上げ材について」
16：00～17：00  （受付15：45～）

セミナー［B-2］
「人工木デッキ材の進化とこれから」
14：30～15：30  （受付14：15～）

セミナー［C-2］
「耐震Exp.J.カバーの新しい選択肢とは」
10：30～12：00  （受付10：15～）

セミナー［D-2］
「良い床づくりのために～塗り床の下地処理と端部納まり～」
13：00～14：00  （受付12：45～）

株式会社エービーシー商会
本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-3-1
　　  東京堂千代田ビルディング
TEL：03-3507-7132

部署名

印

012677
テキストボックス
Web

012677
テキストボックス



商業施設の床材に求められる安全性、機能性、美装性などの性能から、床
材を使用する場所によりバランスの取れた最適な選定方法をご紹介いたし
ます。また、新築向けではデザイン性の高い「押型デザイン床」、改修向けで
は新しい発想に基づく「無機系速硬研ぎ出し床材」や「無機系テラゾー床」
をご提案いたします。

「商業施設向け無機系床仕上げ材について」

本当の評価が使用後に下される塗り床材。床材として求められる機能・性
能を発揮、維持するための「下地処理」および「端部納まり」の重要な施工ポ
イントを、これまでABC商会が培ってきた「実現場での経験」や「経過観察」
から導き出された手法をもとに、不具合事例を踏まえ、ご紹介いたします。

「良い床づくりのために ～塗り床の下地処理と端部納まり～」

環境循環型素材の人工木デッキ材が広く知れ渡る様になって20年。近年
では、帯電抑制や遮熱などの機能を備えたタイプや木肌感を再現した無垢
タイプが登場。さまざまな要望をもとに進化してきた人工木デッキ材の変
遷について、過去の不具合事例を交えながらご説明します。また、オープン
スペースで人工木デッキ材と組み合わせることができるセラミックタイルの
二重床システムについてもご提案いたします。

「人工木デッキ材の進化とこれから」

セミナー

A

セミナー

B

セミナー

C

セミナー

D

「地震の際にExp.J.カバーは壊れても良い？」「あえて壊すのがExp.J.カ
バーなのでは？」当たり前だったそんな考え方の時代も、そろそろ終わりが
近づいているかもしれません。地震の度に一層の進化が求められ、進化を
続けてきた耐震Exp.J.カバー。今では新しい選択肢として、次 と々新しい製
品が送り出されています。開発の歴史を辿りながら劇的な変化を遂げ、様
変わりした耐震Exp.J.カバーの「今」をご説明します。

「耐震Exp.J.カバーの新しい選択肢とは」

コーリアン®の曲げ加工を実演 セミナー終了後展示ルームにて、コーリアン®の特性である曲げ加工を実演。ぜひ、ご覧ください。

セミナー内容

会場のご案内

TEPIA（外苑前）
〒107-0061　東京都港区北青山 2-8-44

■東京メトロ銀座線　外苑前駅3番出口から徒歩4分 
■JR　千駄ヶ谷駅から徒歩14分／信濃町駅から徒歩14分
■都営大江戸線　国立競技場駅から徒歩11分／青山一丁目駅から徒歩9分

●お車の場合は近くの有料駐車場をご利用ください。

セミナー会場
TEPIA地下1F会議室

秩父宮
ラグビー場

青山
NTTビル

外苑前駅 青山通り
至赤坂

至渋谷

城南信用金庫

都立青山高校

1a
1b

3 2 4

google mapで見る
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