MAINTENANCE MANUAL

MORIWAKI Maintenance Carpet Design
A-Line/B-Wing

このたびは「モリワキ メンテナンスマット」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を安心して長くお使い頂く為にマット本体のメンテナンス方法を記載しております。この取扱説明書をよくお読みの上、
製品を安全にお使い頂く様、よろしくお願いします。尚、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

1. 製品の手入れに関する取扱説明書
本製品は、中性洗剤を使用してクリーニングが可能となっております。
※アルカリ性の洗剤等は色落ちの原因となりますので使用をお控えください。
水温 40℃以下にて洗濯可

漂白不可

ドライクリーニング禁止

日陰の吊り干し

・洗濯表記について

2. マットの手入れ・保管方法
● はじめに
仕様状況や汚れに応じて、マットお手入れをする事と、オイル系の汚れが長期付着すると裏素材のラバーを膨潤する可能
性がございますのでこまめに洗浄する事をお勧めします。
適温且つ乾燥した場所でフラットな状態もしくは、ロール状のまま重ねず寝かせた上でマットを保管し、立て掛けたまま
や、折畳んだままの状態にしないで下さい。

● 製品仕様
品

番: A-Line/710-260-0003 B-Wing/710-260-0004

サイズ:2000×1000mm
表素材:ナイロン 100%
裏素材:NBR(ニトリルラバー)
生産国:タイ

① マットに付着しているほこりやごみを、振り落とす、若しくは電気掃除機等で除去し、水温40℃以下の高圧洗浄機などと
ブラシを用いて洗浄・クリーニングを行って下さい。
② マットの洗濯に洗剤を使用する場合は中性洗剤をお使い下さい。有機溶剤、蛍光剤、アルカリ性助剤などを含む洗剤・薬
品は使用しないで下さい。
③ 使用前にマットを完全に乾燥させてください。
④ 床の変色汚染やスリップの危険を減らす為に、マットを設置している場所を定期的に清掃して下さい。床暖房を使用して
いる場所での使用は、商品の変形、床の変色汚染の原因になります。
⑤ 直射日光が照射する場所で使用されると色褪せが早まります。
⑥ ラバーの表面上に黒い粉がついていることがございますが、ラバーの自然な状態であり欠陥ではありません。定期的に上
述所定方法で洗ってください。
⑦ 商品の製法上、表示サイズから若干の差異がある可能性があります。加えて、洗濯することでマット全体が収縮すること
がございますが、性能に問題はありません。
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MAINTENANCE MANUAL

MORIWAKI RACING Supreme Carpet
A-Line / B-Wing
Thank you very much for purchasing the MORIWAKI RACING Supreme Carpet. This maintenance manual provides maintenance
personnel with procedures and guidelines for maintaining this carpet for long use. Please read below for further instructions and please keep
this maintenance manual where it is safe.

1. Instructions for Cleaning the Product

Please use neutral detergent when washing the product. Please be careful with the type of detergent, the colour may run when using
other detergents such as alkaline detergent and cause discoloration.
Machine Wash, Warm

Do Not Bleach

Do Not Dry Clean

Dry In Shade

・Wash Care Symbols (Based under Japanese regulation)

2. Maintenance Manual
● First
For cleaning purposes, please maintain the carpet as you use. Also it is highly recommended to remove oil stains immediately to
prevent the back rubber material from swelling. Lastly, please do not fold nor prop against when storing and use the carpet in a dry flat
area.

● Specification
Product Number : A-Line / 710-260-0003

B-Wing / 710-260-0004

Size : 2000×1000mm
Material : 100% Nylon
Back Material : Nitrile Rubber (NBR)
MADE IN THAILAND
① Please remove any dust on the carpet with a vacuum cleaner first, then use the high pressure washing machine with warm 40℃ or less
water and a brush to clean the carpet.
② Please only use neutral detergent when using the washing machine. Other wise it will cause discoloration.
③ Before using, please make sure that the carpet is completely dry.
④ To prevent the floor from discoloration / fading, please also clean the place where the carpet is located. Also it is not recommended to
use the carpet on a heated floor.
⑤ Using the product on a direct sunshine may cause faster fading.
⑥ Please be advised that there may be a time to spot black dusts from the back rubber however, this is a natural state and it is not a defect
of the product. Please clean them with the procedures stated above.
⑦ The size may differ due to production reasons and it may shrink with washing machine however, it will not affect the capacity of the
product.
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