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Protection and safety in sports.
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最適な場所へ 最高品質の製品を届けたい
私たちは、今まで数多くのトレーニング施設の設営に携わってきました。
施設コンセプト決定後、建築設計上のアドバイス、最適なマシン選定、機能的なマシン配置、保守点検のご提案、そし
て納品後のトレーニング指導、施設管理業務を行ってきました。

トレー二ング施設を設営するとき
トレーニー、施設オーナー、現場指導者、設計会社、建築会社、インテリアデザイナー、マシンサプライヤー・・・。
様々な専門家の力を集結して設営することが理想です。
しかしながら、それぞれの専門家が、横断的に意見交換を行って、ひとつの理想的なトレーニング施設が完成すること
はほとんどありません。

私たちは、単なる床材のサプライヤーとしてだけではなく、
どのようなトレーニングを行うのか？　マシン特性・配置を理解しているのか？　どのような環境下で、どれくらいの
頻度・人数を想定しているのか？　設営後の管理体制はどのようになっているのか？ ・・・。
ひとつひとつ検証しながら、最適で理想的なトレーニング環境を皆さまと一緒に創り上げていくことを目指しています。

高品質で豊富な製品力は、どのような施設コンセプトにも対応できるフロア材として、お客様の理想的なトレーニング
環境の実現をお約束いたします。

最適な場所へ 最高品質の製品を。
ドイツからKRAIBURG Relastec SPORTEC® 製品をお届けいたします。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント事業部
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企業情報
1991年 KRAIBURG Relastec GmbH設立

1994年 DIN EN ISO 9002取得

1997年 SPORTEC®商品開発

2015年 400万ユーロの設備投資
（プレス機、ミキサー、ゴム製品用プレス、

堀削機、サイロ等）
● 数々の企業賞を受賞
● 約220名のスタッフが在籍

SPORTEC® ― KRAIBURG Relastec社のご紹介

製造/積込地
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Fuchsberger Straße 4

D-29410 Salzwedel

セールスオフィス&マーケティング
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

Kehlsteinstraße 2

D-84529 Tittmoning

Hamburg

Berlin

Dresden

Leipzig

Magdeburg

Nuremberg

Hannover

Cologne

Frankfurt a. M.

Stuttgart

Munich

Salzwedel

Tittmoning

KRAIBURG Relastec社は、ドイツ南部ティットモニングに本
社を置き、製造/積込地は、バウムクーヘンで有名なドイツの歴
史的な都市ザルツヴェーデルに位置しています。
KRAIBURG Relastec社は、屋内・屋外で使用される様々なゴ
ムラバー製の表層材・構造材を製造し、多様なニーズに応えられ
る高品質で優れた製品を世界中の国々へ提供しています。
その製品ラインナップは、５つブランドから構成されています。
DAMTEC®（ 鉄 道 や 建 築 用 と し て 防 音・ 防 振 シ ス テ ム ）、
EUROFLEX®（ 公 園 施 設 で 使 用 す る 衝 撃 吸 収 シ ス テ ム ）、
KRAITEC®（建築構造や輸送保護材システム）、KOMFORTEX®

（牧場や乗馬施設用の弾性フローリングシステム）、そして、
SPORTEC®（スポーツ用床材及び弾性システム）です。

最新技術と継続的な製品開発は、世界中の建築家、プランニング
エンジニア、システムプロバイダからとても高い評価を受けお
り、ゴムリサイクルを中心に、約85,000トンのリサイクル原材
料を取り入れて、高品質の製品を再生しています。
過去40年間、絶え間なく進化したテクノロジーを基にリサイクル
ゴムを用いて、建築・公園・スポーツ施設向けの製品を製造し、
環境と天然資源の保護に大きく貢献してきました。
KRAIBURG Relastec社は、工業大国ドイツに相応しい革新的で
高い技術開発力と地球環境に配慮した世界有数の優良企業です。
日本国内において、その優れた製品品質を是非お確かめください。



22 SPORTEC® 製品 フロアカバーの特徴

SPORTEC®製品の用途 　― フィットネス・ウエイトリフティングエリア ― 

SPORTEC®製品の用途 　― 屋内・屋外スポーツ施設  ―

有酸素運動 フィットネス ウエイトリフティング ファンクショナル・
トレーニング

ヨガ、ピラティス＆
リハビリ

エアロビクス

SPORTEC® 製品 フロアカバーの特徴

多目的エリア バスケットボール テニス サッカー ウィンタースポーツアスレチック

SPORTEC®製品は、最高品質のリサイクルゴムとEPDM顆粒で
できており、優れた衝撃吸収及び・遮音・力の低減・十分な耐摩
耗性を兼ね備えています。また簡単な設営設置とメンテナンス
ができるのも大きな特徴です。
SPORTEC®製品は、多様化するフィットネス施設のニーズに対
応できる理想的なフロアカバーです。
豊富なカラーバリエーションから施設に合わせたフロア設計が
可能です。高い快適性と空間インテリアにマッチした色彩をご

提供します。
SPORTEC®製品は、Cfl-s1火災認証（EN1350-1準拠試験済）
を取得済みです。またAFSSET規制に基づき、VOC排出量A+
の評価も受け、DIBt及びAgBBのVOC要件を遵守しています。
さらに、高い滑止め特性R10/R9(DIN51130)を有しています。
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SPORTEC® color
丈夫で清掃が容易な万能フロアカバー

SPORTEC® color

SPORTEC® color ― カラーバリエーション
（数字は色の割合を示します）

ブルー／グレーブルー

color 0 color 5 color 10

color 15 color 20 color 30 color 50

レッド

イエロー グリーンオレンジ

グレー

パズルタイルもございます

テクニカルデータ

素材
細粒リサイクルゴムタイヤ粒子（ブラック）、
EPDMカラー顆粒 （5, 10, 15, 20, 30 , 50 %）、
ポリウレタンエラストマー結合

カラー

カラー5.10 ：ブルー、レッド、グリーン、グレー、イエロー、ブルー/グレー
カラー15 ：ブルー、レッド、グリーン、グレー、ブルー/グレー、 

イエロー、オレンジ
カラー20.30 ：ブルー、レッド、グリーン、グレー、ブルー/グレー
カラー50 ：ブルー、レッド、グレー

ロール幅 1,500 mm (± 1.5%)

厚さ

カラー０ ：4mm, 6mm, 8mm, 10mm (±0.3 mm)
カラー5.10 ：6mm (±0.3 mm)20.30.50 
カラー15 ：4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (±0.3 mm)

ロール長さ 長さ（m）±1.5% /　厚さ（mm）
30/4, 24/5, 20/6, 15/8, 12/10, 10/12

SPORTEC® colorは、多様なニーズに応えることができる万能なフロアカバーです。
フィットネス、スタジアム、小売店、展示ホール、機器保管室、アイススケート場等、あらゆるニーズに対応できる製品です。
SPORTEC® colorは、優れた耐久性とダンベルやバーベル、マシンなど耐摩耗性に優れています。
ウォーキングの快適性と衝撃と吸音効果を提供し、豊富なカラーバリエーションから色彩をお選び頂くことが可能です。



44 SPORTEC® splash

SPORTEC® splash
幅広いインテリアデザインに対応可能な最高品質のフロアカバー

SPORTEC® splashは、SPORTEC® colorと同じく優れた耐久性と耐摩耗性を備えています。
大小のEPDM顆粒の組み込みにより、SPORTEC® splashは幅広いインテリアデザインに対応します。
SPORTEC® splashは、アクティブな雰囲気の創出やダイナミックな空間演出を可能にしスポーツ施設に安全性と快適性をご提供します。

テクニカルデータ

素材
リサイクルゴム顆粒およびEPDM
カラー顆粒、ポリウレタンエラスト
マー結合。

カラー イエロー、グリーン、レッド、
オレンジ、ブルー

ロール幅 1,500 mm (± 1.5%)

厚さ 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ
長さ（m）±1.5% /　厚さ（mm）
30/4, 24/5, 20/6, 15/8, 12/10, 
10/12

イエロー

オレンジレッド

グリーン

ブルー



55SPORTEC® giga

SPORTEC® giga
安全性と快適性を併せ持つフロアカバー

SPORTEC® gigaは、優れた耐久性により、Crossfitをはじめ様々なスポーツシーンに対応できる理想的なフロアカバーです。
大きいEPDM顆粒が特徴でダイナミックなデザイン性と堅牢性を兼ね備えています。

テクニカルデータ

素材
リサイクルゴム顆粒およびEPDM
カラー顆粒、ポリウレタンエラスト
マー結合。

カラー イエロー、グリーン、ブルー

ロール幅 1,500 mm (± 1.5%)

厚さ 6, 8, 10 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 長さ（m）±1.5% /　厚さ（mm）
20/6, 15/8, 12/10

イエロー グリーン

ブルー



66 SPORTEC® purcolor

SPORTEC® purcolor
鮮やかな発色で表層を保護するラバー製フロアシステム材

パズルタイルもご用意できます

ブルー・ブラック

レッド・ブラック グレー・ブラックライトグレー・ブラック ダークグレー・ブラック

rocky plumF
LAME RETARDAN

T

EN 13501-1

C
fl 
-s1

SPORTEC® purcolorは、フィットネスセンターや機能的なトレーニングエリアに最適な床材です。
その鮮やかで色彩豊かな配色により、インテリアデザインに適したインパクトのある提案ができるほか、室内騒音の低減とウォーキン
グの快適性を同時に提供します。
フロアカバーを簡単に設置できることと清掃が容易に可能になることもSPORTEC® purcolorの大きな特徴です。

テクニカルデータ

素材
EPDM顆粒(ブラック)15%および
EPDMカラー顆粒85%、ポリウレタ
ンエラストマー結合。

カラー レッド、ライトグレー、グレー、
ダークグレー、ブルー

ロール幅 1,250 mm (± 1.5%)

厚さ 4, 6, 8 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 長さ［m］(±1.5%) /　厚さ（mm）
30/4, 20/6, 15/8



77SPORTEC® style

SPORTEC® style
衝撃緩衝と騒音防止用、ウエイトリフティングエリアの理想的なフロアシステム

テクニカルデータ

素材 リサイクルゴム顆粒、ポリウレタ
ン結合。

厚さ 30 mm (± 2 mm)

カラー SPORTEC® color 15 / purcolor 
/ UNI versa

寸法 500 x 500 mm / 
1000 x 500 mm

面積重量 約27 kg/㎡

引張強さ 最小 0.7 N/㎟(EN ISO 1798)

破断伸び 最小 70%(EN ISO 1798)

耐熱 -30℃～80℃

特性
● 高度に圧縮された材料が衝撃を吸収、リバウンドの減少
● 一体化された繊維メッシュで、床下をダメージから保護
● 26 dBの遮音
● 滑り止めR9 / R10 + DSラベル
● 取り付け済のコネクタピンにより容易にインストールと

交換が可能

rocky plumF
LAME RETARDAN

T

EN 13501-1

C
fl 
-s1

SPORTEC® styleは、トレーニング施設のダンベルやウエイトリフティングエリアの重量物落下による損傷から床下を保護します。
重量物の床面への衝撃は、下地コンクリートや階下への衝撃振動など重大な損傷や被害をもたらすことがあります。
SPORTEC® styleは、リサイクルゴムを原材料として、厚さ30mmの３層構造で構成されています。
表層は、豊富な種類、color15・purcolor・UNI versaから選択可能で、底面には、補強メッシュとディンプル構造により、ゴム特性
である伸縮防止と優れた衝撃吸収・消音効果を発揮します。

SPORTEC® UNI versa
屋外使用可能

SPORTEC® color 15
カラー0もございます

SPORTEC® purcolor



88 SPORTEC® UNI classic & versa

レッド

ブルー

ライトグレー

ダークグレー

ベージュ

グリーン

レッド

ブルー

ライトグレー

ダークグレー

ベージュ

UNI classic UNI versa

SPORTEC® UNI classic & versa
屋内外のスポーツエリア、オフィスフロアにも対応した理想的なフロアカバー

100％圧縮EPDMラバーで構成されたSPORTEC® UNI は、豊富なカラーバリエーションで屋内外のスポーツエリアを華やかに演出し
ます。
機能性にも大変優れ、高い復元力や衝撃に対する耐久性に加え、難燃性を兼ね備えています。
特に強い耐水性を持つversaは、屋外のスポーツエリアで大きな価値を生み出すことが可能です。

テクニカルデータ UNI classic UNI versa

素材 EPDMカラー細粒、ポリウレタンエ
ラストマー結合。

EPDMカラー粗粒、ポリウレタンエ
ラストマー結合。

カラー レッド、ブルー、ライトグレー、
ダークグレー、ベージュ

レッド、ブルー、ライトグレー、
ダークグレー、ベージュ、グリーン

ロール幅 1,250 mm (± 1.5%) 1,250 mm (± 1.5%)

厚さ 4 mm (± 0.3 mm) 4 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ 30 m(± 1.5%) 30 m (± 1.5%)

耐火性 Cfl-s1 (B1)(EN 13501-1) Cfl-s1 (B1)(DIN EN 13501-1)

引張強さ 最小 0.7 N/㎟ (EN ISO 1798) 最小 0.3 N/㎟ (EN ISO 1798)

破断伸び 最小 70% (EN ISO 1798) 最小 30% (EN ISO 1798)

rocky plumF
LAME RETARDAN

T

EN 13501-1

C
fl 
-s1



99SPORTEC® fusion classic

SPORTEC® fusion classic は、技術的に高度な弾性層であるSPORTEC® standardとSPORTEC® UNI classicの表層で構成された
フロアカバー。
関節への負担を軽減し、怪我の予防に役立つこの二層の組合せは、特に屋内スポーツ施設にお薦めです。
予め二層のフロアカバーとして製造されているため、設置の時間短縮が可能です。
※SPORTEC® fusion versaは屋内外で利用が可能。

SPORTEC® fusion classic
二つのレイヤー（表層と弾性層アンダーレイヤー）が圧着一体化したフロアカバー

テクニカルデータ

素材
表層：EPDMカラー顆粒、ポリウ
レタンエラストマー結合。
弾性層：リサイクルゴム顆粒、ポ
リウレタンエラストマー結合。

カラー レッド、ブルー

ロール幅 1,250 mm (± 1.5%)

ロール長さ 15 m

厚さ 8 mm (± 0.6 mm)

耐火性 Cfl-s1 (表層)

引張強さ 最小 0.7 N/㎟ (EN 12230)

すべり抵抗性 R9(DIN 51130)

耐摩耗性 最大 450㎣ (DIN 53516)

レッド ブルー



1010 SPORTEC® standard

SPORTEC® standard
さらなる快適性と衝撃音の遮音を可能にする音響アンダーレイ

テクニカルデータ
素材 リサイクルゴム顆粒、ポリウレタンエラストマー結合

容積重量 約 770 kg/㎥

ロール幅 1,500 mm (± 1.5%)

厚さ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm (± 0.3 mm)

ロール長さ
[長さm / 厚さmm]

40/3, 30/4, 24/5, 20/6, 17/7, 15/8, 
13/9, 12/10, 10/12 (± 1.5%)

表面 微細粒状

カラー ブラック

引張強さ 最小 0.5 N/㎟ (EN ISO 1798)

破断伸び 最小 50% (EN ISO 1798)

SPORTEC® standardは、階下への衝撃音の遮音に効果が期待で
きるアンダーレイ専用フロアカバーです。
9段階の厚さがあり、様々な室内条件下でも対応できます。製品
の両面を接着することにより、すべてのSPORTEC®製品に対応
が可能。
厚さに応じて適度なクッション性が生じるために、長時間の仕事
時の疲労軽減、快適な歩行性をお約束致します。

SPORTEC® フロアカバー 

接着剤 

SPORTEC® standard

接着剤 

床下



1111SPORTEC® team cup

SPORTEC® team cup
屋外競技、芝生の下層アンダーレイ専用ラバークッションパッド

＊ 砂およびEPDM顆粒充填の人工芝システム

テクニカルデータ

素材 リサイクルゴム顆粒(ブラック)、ポリウレタンエラ
ストマー結合

カラー ブラック 

表面 粒状構造

ロール幅 1,250 mm (± 1.5%)

厚さ 8, 9, 10, 14, 15 mm (± 0.3 mm)

容積重量 約 650 kg/㎥

ロール長さ
[長さm / 厚さmm]]

45/8, 40/9, 36/10, 30/12, 25/14, 24/15 (± 
1.5%)

引張強さ 約 0.2 N/ ㎟ (EN ISO 1798)

破断伸び 最小 35% (EN ISO 1798)

透水性 4500 cm/h (EN 12616)

力の減少＊ 62% (DIN V 18035-7:2002-06)

ボールリバウンド＊ 59% (DIN V 18035-7:2002-06)

ボールロール＊ 10.9 m (DIN V 18035-7 : 2002-06)

SPORTEC® team cupは、サッカーの芝生の下地構造として最適です。
すぐに使えるロール状で提供され、人工芝の下に使用することで、従来の人工芝に使用する充填材のゴム粒を使用する必要がなくなり
ます。
SPORTEC® team cupは、耐久性と耐荷重性が高い製品であり、特別に開発された素材配合により、衝撃緩和、ボールのリバウンド、
排水能力および環境適合性、DIN（ドイツ工業規格）をクリアしています。
高性能ゴム粒の特殊化合物により、SPORTEC® team cupは人工芝のフィールドに最適な基礎構造となっています。

特性
● 長い耐用期間
● 取付けと取替えが容易
● 緩衝性のある敷設
● 通水性あり



1212 SPORTEC® style finishing tile

SPORTEC® style finishing tile
段差を解消するスロープタイル

SPORTEC® style edge and corner profilesは、厚さ30mmあるSPORTEC® style には欠かせないアクセサリー。 
斜めのエッジがスムーズで安全なエントランスを提供し、ヘビーウエイトエリアへ出入りする際のつまずきのリスクを軽減します。

テクニカルデータ
素材 リサイクルゴム

厚さ
エッジプロファイル : 30-10 mm 
コーナープロファイル : 30-10 mm 
公差 : ±2mm

カラー ブラック、レッド

寸法
エッジプロファイル : 1,000 x 250 mm 
コーナープロファイル : 1,000 x 250 mm 
公差: ± 0.8%

SPORTEC® style edge and corner 
profiles は、ジョイント部分および下地部
分を接着する必要があります。

SPORTEC® style 
with edge profile

SPORTEC® style 
with corner profile

10

30

250



1313SPORTEC® motion flex

SPORTEC® motion flex
ヨガ、ピラティス、グループフィットネスに適した軽量パズルマット

テクニカルデータ
素材 ポリウレタンフォーム

カラー グリーン、ブルー、ライトグレー、ダークグレー

パズルタイルの寸法 930 x 930 mm (± 1.5%)

カバー寸法 900 x 900 mm (± 1.5%)

厚さ 9 mm (± 0.3 mm)

容積重量 約 430 kg/㎥

力の減少＊ 44% (EN 14904)

SPORTEC® motionflexはポリウレタンフォームで作られたパズルマットです。ダイナミックな動きに対応でき、主に屋内用途向けに
開発されました。
エアロビクス、格闘技、カーディオボクシング、ヨガ、ピラティス、リハビリなど様々なトレーニングを安全に行うための製品です。
インターロック式の形状のため、簡単に設置することができ、様々なフロアの形状にも対応することが可能です。

ライトグレー ダークグレー

グリーン ブルー
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ADHESIVE SPORTEC® UN 700 / 
SEALING RZ TURBO PROTECT ZERO
SPORTEC®製品の全て対応可能な保護ワックス材

ADHESIVE SPORTEC® UN 700は、SPORTEC®カバーを下地
に接着するための2液性のポリウレタン性接着剤です。
SPORTEC®全ての床材やアンダーレイヤーに適しており、舗装
基材として使用可能です。

SEALING RZ TURBO PROTECT ZEROは、フロアカバー表層
を長期間保護する2液性のワックス剤です。
摩耗や紫外線劣化に対して、保護層を形成して、非常に高い耐性
を発揮します。

テクニカルデータ
保存可能期間 9ヵ月

パックサイズ 5L + 500ml 硬化剤

作業温度 15 - 25℃

可使時間(20℃) 120分 (温度20℃ / 湿度60%)

上層部の硬化(20℃) およそ一晩の乾燥

完全硬化(20℃) およそ7日間

テクニカルデータ

パッケージング
10kgセット：樹脂の混合比 ベース：硬化剤 = 850 : 150
25kgセット：樹脂の混合比 ベース：硬化剤 = 850 : 150
28kgセット：樹脂の混合比 ベース：硬化剤 = 850 : 150

可使時間
(20°C) およそ30-60分

上層部の硬化 
(20°C) およそ8時間後

完全硬化(20℃) およそ36時間後

SPORTEC® 接着剤　/ シーリング　
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SPORTEC® style 30 mm

SPORTEC® style 30 mm



16 国内納品事例

国内納品事例：上富田スポーツセンター　SHOW CASE 1.

国内納品事例：天理大学トレーニングセンター　SHOW CASE 2.

上富田スポーツセンター（和歌山県上富田）は、広大な敷地内に野球場、人工芝、天然芝、屋内練習場を有する
スポーツ合宿に対応した施設です。
近年のウエイトトレーニングの必要性から本格的な国内有数のトレーニング施設を設営。床素材には
SPORTEC® が採用されました。
大部分の面積を占める床面にはSPORTEC® color15イエロー 厚さ10mmを採用。
パワーラック後方1.5ｍ幅には、適度なクッション性と異なるカラーでトレーニングスペースを強調させるため、
アンダーレイヤーにSPORTEC® standard 厚さ5mmとSPORTEC® color0 厚さ5mmの異なる素材を採用。
室内全体を異なる床素材を複数採用しながら、すべてバリアフリーになるように設計しました。

天理大学トレーニングセンター（天理市）は、既存のパズル式ゴム製タイル製品自体が薄く軽量のため、床下の
損傷及びずれなどの問題が発生しており、その改善策としてSPORTEC® 製品が全面採用されました。
トレーニングマシンのレイアウトと連携して、中央に効果的な床デザインを施しトラックレーンを採用。
本格的なウエイトリフティングエリアには、既製品の大きさにはないオリジナルサイズのプラットフォームを設
計しました。
中央部には沈み込みが起きないように、アンダーレイヤーは、多層として硬質ラバー素材であるSPORTEC® 
color0、表層はSPORTEC® UNI classicを採用。
プラットフォームとトレーニングエリアとの段差を解消するために、SPORTEC® style finishing tileを採用。
マシンエリアには、SPORTEC® color15 ブルー 厚さ8mmで設営しました。
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国内納品事例：IPU環太平洋大学（岡山市） トレーニングセンター/
TOPGUN　SHOW CASE 3.

国内納品事例：TOYOTAアルバルク トレーニングセンター　SHOW CASE 4.

IPU環太平洋大学（岡山市） トレーニングセンター/TOPGUNは、約600㎡にある1Fのフリーウエイトエリア中
心の床面塩ビ系クッションフロア材をSPORTEC® styleを中心に全面入替えを行いました。
床面の凹凸が発生する既製品の演技台をすべて撤去し、新たに車椅子対応が可能となるバリアフリー施設として
リニューアル。
広い空間が生まれたことにより、視認性・エクササイズ時の安全性向上、トレーニングバリエーションが増える
などの効果が表れました。
全体に敷き詰めたSPORTEC® styleは、厚さ30mmあり、重量物から衝撃緩衝と消音効果を発揮します。接着
剤を使用せず、床面に置き式対応で簡単に設営が可能です。
プラットフォーム中央部には、アンダーレイヤー材としてSPORTEC® color0、表層の鮮やかなブルーは、
SPORTEC® UNI classicを使用しました。

当センターは、プロバスケットボールチームTOYOTAアルバルクが使用するアスリート専用トレーニング施設
です。
様々な床材を検討して頂いた結果、SPORTEC® 製品を全面採用頂きました。近年のトレー二ング方法やマシン
種類、レイアウトをヒアリングして最適なフロアカバーをご提供致しました。
フリーウエイト、ダンベルエリアには、厚さ30mmあるSPORTEC® styleを採用、アジリティやスタビライゼー
ショントレーニングを想定し、20mのトラックレーンを4層構造SPORTEC® UNI versa、SPORTEC® team 
cup、SPORTEC® standardで構成しました。
快適なクッション性を確保しながら、耐摩耗性、透水性を確保。厚みが異なる床素材をすべてバリアフリーとし
てトレーニング効果を高めることに成功しました。
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