
日本の室内スポーツの底上げは「床」から。



コート全体の一斉ケア、また部分汚れに対して
目的に合わせてお使いいただけます。

特徴

①シックスクールに配慮した製品です。
文部科学省学校環境衛生基準の定める、揮発性有機化合物（ホルムアルデヒド等）は一切配合してい
ません。また食品衛生法の定める有害物質は一切含んでおりませんので安心してお使いください。

②使用禁止となったワックスではありません。
③水分を一切使用しておりません。
④グリップ力を劇的に回復します。
専門業者に依頼するしか方法のないウレタン樹脂塗装と同等レベルのグリップ力を発揮します。
滑り抵抗係数を平均 0.3 以上回復します。（下地の状態で変化します）

⑤費用は外部委託の1/10以下（当社比）でメンテナンスできます。

※詳しい使い方（動画）
施工要領書について

進化したメンテナンス剤。室内スポーツの
パフォーマンスを高め、ケガを防止する。

ノンスリップシリーズ

専用ジムモップとマイクロファイバークロスを使用する
ことで、簡単にムラなく塗布することができます。
モップに重量を持たせてあるので、床面にササクレ等があると引っ掛かり、
床面の点検も同時にできます。
マイクロファイバークロスで、細かい汚れの除去も同時にできます。



体育館床面の性能をスポーツに適した状態に回復するための製品

1. NONSLIP【ノンスリップ】
MAINTENANCE CLEANER / 体育館床面のグリップ強化専用メンテナンス剤

使用用途

製品特徴

容量

塗布面積

使用上の注意

・床面が滑りやすくなりだした時に。 ・定期のメンテナンス時に。（年3回程度が目安）

・専用モップを使うと効率的に塗布できます。
・塗布後の清掃時はきれいなモップをご使用ください。
モップ自体の汚れが床面に付着し滑りやすくなります。

・部分的な使用や塗布にムラがあると滑りやすい箇
所が残るのでお止めください。

・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
・完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を充分に
確保して作業を行なってください。

・塗布後すぐはほこりや汚れなどもつきやすい状態

　になります。（専用クリーナーで取れます。）
・日々のメンテナンスには、GRIPメンテナンスクリー
ナーをご使用ください。
・余ったメンテナンス剤はしっかりフタを閉めて、  
直射日光を避けて保管してください。

・詳しい注意事項は施工要領書および SDSに記載し
てありますのでよく読んでからご使用ください。

・安全製品データ（SDS）は弊社ホームページより
ダウンロードできます。
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【品番】GRMC101
￥55,400（税別）

・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
・床面のグリップを劇的に回復。
・これまでになかった新発想の製品。
・水分、ワックス成分を一切含まない天然系塗料の
メンテナンス剤。( 塗膜は形成しません )

・滑り抵抗係数を約0.3 以上回復。（当社テスト時）
・既存の塗膜を選ばず使用可能。
・下処理なしで塗布可能。
・砂やほこりの除去をしながらグリップ力を回復。

※詳しい使い方（動画）
施工要領書について

乾燥時間 ・夏季２～3時間、冬季4～5時間が目安です。（湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。）

・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約 2,100 ㎡塗布可能。
※700㎡の体育館を約3回塗布可能。（バスケットボールコートが1面約420㎡）
※床面の状態、使用方法によって異なる。



2. NONSLIP HYPER【ノンスリップハイパー】
MAINTENANCE CLEANER / 体育館床面のグリップ強化専用メンテナンス剤【強力タイプ】

体育館床面の性能をスポーツに適した状態に回復するための製品

・専用モップを使うと効率的に塗布できます。
・塗布後の清掃時はきれいなモップをご使用ください。
モップ自体の汚れが床面に付着し滑りやすくなります。

・部分的な使用や塗布にムラがあると滑りやすい箇
所が残るのでお止めください。

・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
・完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を充分に
確保して作業を行なってください。

・塗布後すぐはほこりや汚れなどもつきやすい状態

　になります。（専用クリーナーで取れます。）
・日々のメンテナンスには、GRIPメンテナンスクリー
ナーをご使用ください。

・余ったメンテナンス剤はしっかりフタを閉めて、  
直射日光を避けて保管してください。

・詳しい注意事項は施工要領書および SDSに記載し
てありますのでよく読んでからご使用ください。

・安全製品データ（SDS）は弊社ホームページより
ダウンロードできます。

使用用途

製品特徴

容量

塗布面積

使用上の注意

・床面がかなり滑る時に。
・湿気の影響で滑りやすい時に。

・定期のメンテナンス時に。（年3回程度が目安）

乾燥時間 ・夏季２～ 3時間、冬季 4～ 5時間が目安です。（湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。）
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・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
・床面のグリップを劇的に回復。
・これまでになかった新発想の製品。
・水分、ワックス成分を一切含まない天然系塗料の
メンテナンス剤。( 塗膜は形成しません )

・滑り抵抗係数を約0.5以上回復。（当社テスト時）
・既存の塗膜を選ばず使用可能。
・下処理なしで塗布可能。
・砂やほこりの除去をしながらグリップ力を回復。

・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約 2,100 ㎡塗布可能。
※700㎡の体育館を約3回塗布可能。（バスケットボールコートが1面約420㎡）
※床面の状態、使用方法によって異なる。

【品番】GRMC201
￥80,000（税別）

※詳しい使い方（動画）
施工要領書について



3. GRIP【グリップ】
MAINTENANCE CLEANER / 体育館専用フロアメンテナンスクリーナー

体育館床面の性能を維持し劣化を防ぐための製品

使用用途

製品特徴

容量

使用上の注意

・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
・これまでになかった新発想の製品。
・水分、ワックス成分を含まない天然系塗料のフロア

メンテナンスクリーナー。( 塗膜は形成しません )
・乾拭きでは取り切れない細かい砂やほこりを除去
できる。

・NONSLIP、NONSLIP HYPER塗布後のメンテナ
ンスに。

・日常の清掃時に。
・砂やほこり、汗などによる汚れを除去したい時に。

・スリップ痕、松ヤニ、炭酸マグネシウムの除去に。
・入学式、卒業式などでシートを使用した後の床面
　の清掃に。
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塗布面積

乾燥時間 ・夏季２～ 3時間、冬季 4～ 5時間が目安です。（湿度が高い場合は十分に時間を確保してください。）

・きれいな雑巾やモップにつけてお使いください。
・専用モップを使うと効率的に清掃できます。
・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
・完全に乾燥するまでは滑りやすいので時間を充分に
確保して作業を行なってください。

・余ったメンテナンスクリーナーは、しっかりフタ

　を閉めて、直射日光を避けて保管してください。
・詳しい注意事項は施工要領書および SDSに記載し
てありますのでよく読んでからご使用ください。

・安全製品データ（SDS）は弊社ホームページより
ダウンロードできます。

・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約 10,000 ㎡で使用可能。
※700㎡の体育館を約15回塗布可能。（バスケットボールコートが1面約420㎡）
※床面の状態、使用方法によって異なる。

【品番】GRMC301
￥46,200（税別）

※詳しい使い方（動画）
施工要領書について



4. NONSLIPシリーズ専用　ジムモップ
5.  NONSLIPシリーズ専用　マイクロファイバークロス

体育館床面のメンテナンスを安全に
効率よく行うことのできる、進化したモップ

・重量があるため、NONSLIPシリーズ を含ませ引っ張
　るだけで、誰でも均一に塗布できる。（総重量約 4 kg）
・メンテナンス剤の使用量の無駄を防ぐ事ができる。
・簡単かつ短時間で塗布できる。

・マイクロファイバークロスで細かい汚れを除去できる。
・床面にササクレや凹凸などの異常がある場合、早期
　に発見できる。

・NONSLIP シリーズを塗布する際に使用。
・日常の清掃や汗の拭き取りなどに。
・スポーツ競技での汗汚れの除去に使用。

・砂やほこりを除去したいときに乾拭きでの使用
　も可能。

・モップは作業しやすいように重量があります。持ち
　運びなどの取扱いには注意してください。
・他の製品を塗布するなどの使用は絶対にお止めく

　ださい。
・マイクロファイバークロスは再使用可能です。使用
　後は中性洗剤等で洗い乾燥させて保管してください。

使用用途

製品特徴

使用上の注意

装着イメージ

ジムモップ
【品番】GRMC401
￥46,300（税別）

マイクロファイバークロス
【品番】GRMC501
￥6,500（税別）

乾拭きでも使用でき、綿製の通
常モップと比べ繊維が細かいた
め、小さな汚れもかき集めなが
ら床面を磨き上げます。

※詳しい使い方（動画）
　施工要領書について



Q&A

ＮＯＮＳＬＩＰ / ＮＯＮＳＬＩＰ ＨＹＰＥＲ  共通

Q1. グリップが効きすぎることはないですか？
A.   スポーツに適した滑り抵抗値に回復するためのメンテナンス剤ですのでグリップが効きすぎることはございま
　　せん。

Q2.どのくらい長持ちしますか？またメンテナンスの目安はどのくらいですか？
Ａ.   使用頻度・床面の状態・立地環境（グラウンドが近くにある）等で異なりますが、約4カ月～半年程度です。
　　年に３回程度の塗布を推奨しております。

Q3.ワックスを塗布した床面にも塗布可能か？ワックスの剥離を行う必要がありますか？
A.　剥離を行う必要はなく、そのまま塗布可能です。
　　ただし、ワックスを塗布していない床面に塗布した場合と比較して効果の持続が短くなる可能性があります。
　　（ワックス塗膜の剥がれと同時に滑り止め効果も取れてしまう為。）

Q4. NONSLIPを使用すればウレタン樹脂塗装はしなくてもいいのですか？
A.　NONSLIPを使用していても定期的なウレタン樹脂塗装は必要になります。
　　NONSLIPは床面のグリップをスポーツに適した状態に維持するためのメンテナンス剤です。

Q5. NONSLIPシリーズ使用後にウレタン再塗装をする時に剥離を行う必要はありますか？
A.　NONSLIPシリーズは塗膜を形成しませんので、ウレタン再塗装の際に剥離を行う必要はございません。
　　※以前に使用したワックスが床面に残っている場合は除く。

Q6.ワックスのようなツヤはありますか？
A.　ツヤ出し効果はございません。

Q7. 塗布は専用モップでなければいけないですか？
A.　通常の体育館用モップでも塗布可能ですがメンテナンス剤をかなり吸収する為、使用量が多くなり塗布にムラが
　　出やすくなります。また、作業時間も専用モップに比べて多くかかります。

Q８. 文部科学省の通知で水拭き、ワックス掛けが禁止されていますが、NONSLIPシリーズを使用しても問題ありま
　　せんか？
A.　NONSLIPシリーズは床を傷める原因となる水分、ワックス成分を一切含んでいない木製床専用のメンテナンス
　　剤です。また、学校環境衛生基準・食品衛生法にも適合していますので誰でも安心・安全にご使用いただけます。

Ｑ9. 使用期限はありますか？
Ａ.　使用期限は設けておりませんが、開封後1年をめどにお使いください。

ＮＯＮＳＬＩＰ / ＮＯＮＳＬＩＰ ＨＹＰＥＲ / ＧＲＩＰ  共通



体育館の床メンテナンスの
常識を塗り替える。

当社は『床のパイオニア』として、
主に学校など体育館の床の施工・管理を行ってまいりました。 
これまでの知識と技術を生かし、
スポーツのパフォーマンスを高め、
ケガの防止、施設の長寿命化を実現するための
新たなメンテナンス方法を提案いたします。

ご質問、資料請求等はお気軽に下記までお問い合わせください。

取扱店

販売元：株式会社GRIP

URL  https://www.gripgrip.co.jp

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-2-3 日興證券ビル4F
TEL  052-269-8729     FAX  052-269-8794 

本　社

〒890-0062
鹿児島県鹿児島市与次郎1-5-30 与次郎名店街ビル1F 5号
TEL  099-297-5455     FAX  099-297-5450

鹿児島


