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本資料に掲載された技術情報は、特性試験によって得られた代表値や性能を
説明したものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証上限
値や保証下限値を意味するものではありません。また、本資料記載の製品は、使
用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことが
あります。本資料記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害
につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。これらの情報は、今
後予告なしに変更される場合がありますので、最近の情報については、当社に
お問い合わせ下さい。

The technical information contained in this product guide is 
representative values obtained in property tests and other items used to 
explain the performance of the product. With the exception of items 
specifically mentioned as provisions of a “Standard,” the contents do not 
represent guaranteed upper limit or lower limit values. The respective data 
given on this technical information are typical examples and may be 
different in some cases from the data obtained from the actual product. 
No responsibility shall, therefore, be assumed for damages arising from 
using the technical information data. This information is also subject to 
change in the future without notice. To obtain the most recent 
information, please contact Nippon Yakin.

特性データ取り扱い上の注意について Note regarding the handling of property data:
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チェッカープレート
ポルカプレート

日本冶金のステンレス床用鋼板
 S t a i n l e s s  S t e e l  F l o o r  P l a t e s

Polka Plate / Checker Plate

N i p p o n  Y a k i n





■チェッカープレート Checker Plate■ポルカプレート Polka Plate

ポルカプレート
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チェッカープレート
Polka Plate Checker Plate

Comparison of movability  

台車を引張り、動き出す時の最大瞬間引張力を測定。
ポルカプレートの方が小さい力で動きます。

This measurement shows the amount of force 
required to carry a push cart on both types of floor 
plates. As shown above, a push cart can be moved 
on the Polka Plate floor with a minimal amount of 
effort.

台車を引張り、走行させた時の騒音を比較。
ポルカプレート方が静かで、ガタツキも少ないです。（距離：1m）

This measurement shows the amount of noise that is 
produced by a push cart on both types of floor 
plates. As shown above, a push cart produce 
less noise on the Polka Plate floor.　
(distance : 1m)
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●台車の動かしやすさの比較 Comparison of noise ●台車の騒音比較
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歩きやすい Walk
台車が使いやすい Using a Push cart  

ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が
大幅に軽減されます。
The area of the Polka Plate in contact with the sole of shoes is large. This feature reduces the load 
on worker's feet when working for long hours.

■  靴底の接地面積
Contact surface area with the shoe.

■ 動かしやすい Carrying ■ 走行音が静か Noise

ポルカプレートとチェッカープレートでの靴底の接地面積の比較
A comparison of the footprint made on Polka Plate and Checker 
Plate.

1,580mm2 752mm2
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非常にすべりにくい ポルカプレート

すべりにくい

ややすべりにくい

普通

状態 製品

R12

R11

R10

最高ランク

Polka Plate received the highest rating for anti-slip performance under German DIN 
standerds.

R13

Slip angle
等級

Classification Condition

Very high friction

Polka Plate

Polka Plate

Checker Plate

High friction

Increased friction

Normal friction

Product

■ドイツ工業規格 DIN 51130 耐すべり性評価 Anti-slip properties 

すべりにくい anti-slip performance

ドイツ工業規格の耐すべり性試験（DIN　51130）では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、
最高ランク（R13）の評価を受けています。

材料の表面に油を塗布し、靴を履いた人を立たせた状態で試験台の傾斜角度を徐々に上げていき、スリップ
した時の角度を測定する。
Test persons, wearing shoes, are used to determine the angle of inclination at which safe walking no longer 
occurs, after the pedestrian surface material being tested has been coated with oil.

チェッカープレート

■ JIS A 1454　すべり抵抗係数 C.S.R

ポルカプレート

Checker Plate
チェッカープレート

Polka Plate
ポルカプレート

Checker Plate
チェッカープレート

0.72 0.65

0.70 0.66

すべり抵抗係数 C.S.R

乾燥 Dry  湿潤 Wet

C．S．R：Coefficient of Slip Resistance

ポルカプレート、チェッカプレートとも、一般的に望ましいとさ
れるC.S.R 0.4以上となることが確認されました。
As with Checker Plates, the C.S.R levels of Polka Plates far 
surpassed the general recommended level of 0.4.

■ ASTM E 303　すべり抵抗値 BPN

 67

53

すべり抵抗値 BPN

BPN : British Pundulum Number  

ポルカプレート、チェッカプレートとも、一般的に望ましいとさ
れるBPN40以上となることが確認されました。
As with Checker Plates, the BPN levels of Polka Plates far 
surpassed the general recommended level of 40.

掃除しやすい cleaning

ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高
い水切れ性を発揮します。
The round dots make sweeping easy and effective. They also help drain water well, so the floor dries quickly after 
washing.

■ポルカプレート清掃前
Polka Plate before sweeping

■2回掃き
After 2nd sweeping

■3回掃き
After 3rd sweeping

■4回掃き
After 4th sweeping

清掃方法 ホウキで4回、同一方向に払う。 For cleaning, a broom was used to sweep 4th in one direction.           

The round dots leave nowhere for dirt to hide.ポルカプレートは凸部が丸いためゴミが残らない

■チェッカープレート清掃前
Checker Plate before sweeping

■2回掃き
After 2nd sweeping

■3回掃き
After 3rd sweeping

■4回掃き
After 4th sweeping

Dust tends to collect by the sides of the projections.チェッカープレートは凸部の隅にゴミが残りやすい
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