
kd1013*50

241～386

ゴムシート付き

ＮＳ-30 306～451

ＮＳ-37 372～537

調 整 幅

ＮＳ-13 136～199

ＮＳ-18 186～271

－ －

TD-580 521～654

規　格

ＮＳ-24

186～277

TD-290 231～364

TD-400 341～474

調 整 幅

TD-135 120～145

TD-160 146～192

ＹＴＢ-3753Ｌ

247～382

312～447

377～532 401～534

ＹＴＢ-4562Ｌ 462～617

規　格

TD-230

TD-460

ＹＴＢ-1827Ｌ

規　格

ＹＴＢ-2438Ｌ

ＹＴＢ-3045Ｌ

192～267

④ 床　下

⑤ 壁・屋根

調 整 幅

115～142

141～194

ＹＴＢ-1114Ｌ

ＹＴＢ-1320Ｌ

③ 土　台

② 布基礎

① ベタ基礎

○既成の住宅基礎鉄筋ユニットで、工場で 

  生産されるので、強度、 

   精度など、信頼性も高く、 

  手軽に施工できます。 

○基礎配筋の適切なかぶり厚 

  を保つ基礎工事の必需品です。 

   材質はＰＰやコンクリート製の 

   物が主流です。 

ｺﾝｸﾘｰﾄｻｲｺﾛ 

   Ｈ50-60-70-80 他 
製造元： ｱｰｸｴｰｽ 

○ポリエチレンフィルムは土間コンクリートの 

  防湿床下地盤面の被覆防水に必須の商品 

   です。＊各種サイズ取扱いあります。 

   （ミルシートの発行できるものは限られて 
  おります。御注意下さい。） 

ｽﾍﾟｰｻｰ（ﾎﾟﾘ・ｺﾝｸﾘｰﾄ） 

製造元： ｱｰｸｴｰｽ  ﾎﾟﾘｻｲｺﾛ  
 Ｈ-40-50-60 他 

○バンノーパネルは住宅の基礎を簡単、強固且つ、  

  安価に仕上げる事が出来る住宅用基礎鋼製 

   型枠です。特殊強力鋼板（1.6㎜厚）の使用に 

   より、500回以上の使用が可能です。 

○鋼製型枠の膨れを防止し、 

  適切な布基礎幅を実現します。 

  (パネル厚 45㎜・50㎜用） 

 

  ﾒｰｶｰ： 東海建商 

○コンクリート表面の 

   気泡を取り、綺麗に 

   仕上げる事が 

ｻｲｽﾞ 980㎜×100㎜ 
        （1.3ｋｇ） 

   

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生ﾏｯﾄ 

ﾒｰｶｰ： 阿部キルト工業 

ポリドーナツ 

○布基礎の鉄筋の適切な 

  被り厚を保持します。 

製造元： ｱｰｸｴｰｽ 

ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾅﾂ ＫＤ1013×60 

○寒冷地におけるコンクリート養生の必需品 

   です。使用の際は、発熱ロスを防ぐ為、 

   コンクリート養生マットやムシロ等で覆って 

   使用して下さい。 

ﾒｰｶｰ： 積水化成品工業 

ユニット鉄筋 ﾒｰｶｰ： トーアミ 
木製型枠用金具 

○型枠の組立て解体が簡単になります。 
   又、型枠を傷めません。 
   

  
Ｐクランプ 

○レバーを回すだけで、締付・ 

  解除が出来るので、パネルの 

   組立・解体が手軽にできます。  

○金属・木製パネルの連結、 

   解除が簡単にできます。   

○白アリパンチＮＳは殺蟻効果が高く、即効性・ 

   残効性に優れております。 

    

             15ℓ・2.5ℓ缶 

             （ｸﾘｱｰ・ｵﾚﾝｼﾞ・ｸﾞﾘｰﾝ） 
  

○スーパーソートはシックハウスに対応した 

   防虫・防腐剤です。 

    

                            15ℓ・2.5ℓ缶 

○トタンコートは長期間の錆腐蝕から金属を守り 

   防水性があり耐候性に優れている 

   

     15ℓ・2.5ℓ缶 

トタンコート21 

ﾒｰｶｰ： 泉商事 

○キソゴムは抜群の衝撃吸収能力で、 

   地震等の衝撃を軽減し、建物の長期的 

   な剛性の維持をサポートします。 

ﾒｰｶｰ： スターコックス 

ﾒｰｶｰ： 大阪ジョイフル 

○隙間を空けずに設置できる為、防鼠材が不要です。 

   又、簡単にカットが出来るので、施工もラクに出来ま

す。 

    

○床下の全周換気が容易に実現できるネコ土台工法。 

   湿気を効率よく排出でき、シロアリの発生や腐食を 

   防止できます。 

  ﾒｰｶｰ： ﾀｶﾔﾏ金属工業 

 

キソゴム 

  ＫＧ-100  

  ＫＧ-120   

  ＴＧ-105  

防鼠材 
  ＫＭ-Ｌ    

   サイズ 

 100×200×20㎜   

 120×200×20㎜   

 150×100×20㎜  

 

 49×12×2000㎜  

入数 

30個 

30個 

60個 

 

20本 

≪規格≫ 
≪規格≫  

キソシール 

  ＫＳ-100  

  ＫＳ-120   

  ＫＳ-Ｈ12 

防鼠材 

   サイズ 

 100×210×20㎜   

 120×210×20㎜   

 100×120×20㎜  
 

○キソシールは、湿気、地震、 

    白アリから木造住宅を守る 

    新しい床下換気材です。 

ﾒｰｶｰ： 城東テクノ ﾒｰｶｰ： タカヤマ金属工業 

○本体部分を回すだけで、簡単に高さを調節でき、 

  従来工法より時間を短縮する事が出来ます。 

鋼製束 

○床下の湿気を吸着、カビや 

   害虫の発生を防止します。 

  8袋/ｹｰｽ＝4坪（8畳） 

○ｼﾘｶｹﾞﾙを使用した高い 

  性能の調湿材です。 

  15ｋｇ/袋＝5㎡分 

  ﾒｰｶｰ： 冨士ｼﾘｼｱ化学 

○高い吸湿性を備えたｾﾋﾟｵﾗｲﾄを 

   使用した調湿剤です。 

   ﾒｰｶｰ： 紅大貿易 

○住宅の天井・壁・床に 

   施工でき、音の漏れや 

   進入を防止する事が 

  出来ます。 

 ﾒｰｶｰ： 日東紡ﾏﾃﾘｱﾙ 

       ゼオン化成 

日東紡 Ｊ-700 セピトール 

    ﾏｯﾄ   8枚/ｹｰｽ（坪：16枚） 

    ﾊﾞｯｸ 10ｋｇ袋   （坪：3袋） 

発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

Ｊ-200・500・700 （日東紡） 

ＣＺ-12       （ゼオン） 

 入数 

 50個 

 50個 

100個 
 

ミラフォーム 

○住宅の断熱には断熱性・耐水・耐吸湿性に優れた 

   ポリスチレンフォーム「ミラフォーム」が最適です。 

ﾒｰｶｰ： ＪＳＰ 

○ﾐﾗﾈｸｽﾄは独自の形状により、根太巾に合せてｶｯﾄできる様に 

  スリットが入っており、作業性に優れた商品です。 

地下室断熱・湧水処理／ＢＭパネル 

防蟻性断熱材／ミラポリカフォーム 

土間床用断熱材／ミラフォームＤＦ 

省エネ床下断熱／ネダフォーム 

押出法ポリスチレンフォーム／ミラフォーム 

木造住宅断熱材／ミラウッディ－ 

屋根断熱材／ミラルーフ 

≪規格≫ 

 根太幅 45㎜  

 厚み（25．30．40．50．55） 

  根太間隔 303㎜(263×1820） 

  根太間隔 455㎜（415×1820）  

 ＊25～50mmは1種、55㎜厚は3種に 

   なります。 

○旭化成のﾍｰﾍﾞﾙﾊｳｽにも採用されており、外張り断熱 
  充填断熱・基礎断熱等の各種工法に対応。信頼性の 
   高い断熱材です。 
  ＊公庫仕様書断熱区分最高ランク”Fランク”該当品 
  

≪規格≫ 

 在来工法 洋室床用 [ピッチ 303] 

  厚み40・45・66㎜ / ｻｲｽﾞ257×910  

  （１坪：12枚入） 

 在来工法 和室床・屋根用 [ピッチ 455] 

  厚み40・45・50・60㎜ /  ｻｲｽﾞ409×910  

  （１坪：8枚入）   

 ２×４用 [ピッチ 455] 

  厚み 30・40・45・66㎜ /  ｻｲｽﾞ415×910  

 ﾒｰｶｰ： 旭化成建材 

エスレンフォーム  ﾒｰｶｰ： 積水化成品工業 

Zピン 

○根太に断熱材を隙間無く敷き込み、 

    Ｚピンで固定する、 

    Ｚ工法に使用する 

   固定用のピンです。 

 ﾒｰｶｰ： ﾀﾞｳ化工 

フィットピン 

○独自の形状により根太幅のみの 

  選択で、全ての厚さの断熱材に 

   対応出来る新しいﾀｲﾌﾟの 

   断熱材固定金具です。 

 ﾒｰｶｰ： JSP 

つか石 
ベタ基礎 

鋼製束 

鋼製型枠 

水抜きパイプ 

サイズ  30㎜角 L＝120㎜ / 150㎜ 

発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

○ＢＰパネルは他社製品と互換性を持ち、 特殊 

   メッキ鋼板（1.2㎜厚）を使用しているので、軽量 

   で扱いやすく、150回以上の使用が可能です。 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

ﾒｰｶｰ： ﾀｲﾊﾞｰ商会 

ﾒｰｶｰ： 山本製作所 

ﾒｰｶｰ： 山本製作所 

基礎レベラー 

○天端のレベルが容易に出せる、ｾﾙﾌ 

   ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材です。流し込みと 

   簡単なならし作業で精度の 

   高い平面が得られます。 

らくらく天端ビス 

○レベリング材を流し入れる際の 

   目印で、コンクリート硬化後でも 

   レベル調整が可能です。 

＊特注品にも対応出来ます。 

ﾒｰｶｰ： エヌエスピー 

断熱材 

内装材 

遮音シート 

透湿シート 

断熱材 

外壁材 

白アリパンチ 

キソシール 
キソゴム 

防鼠材 

捨てコン 

割栗・砕石 

ＧＬ 
ＧＬ 

ＴＤ鋼製束 

ﾒｰｶｰ： 出雲屋炭八 

○安定した品質を備えており、長期に 
   わたり断熱性能を保持 
   します。あらゆる部位に 
   対応できる応用製品 
   を数多く取り揃えて 
   おります。 
   

ネオマフォーム ＤＨ 

ﾐﾗﾈｸｽﾄ（新商品） 

ＹＴＢ束 バントレー 

調湿木炭「炭八」 

調湿師 

セピトール（ﾏｯﾄ・ﾊﾞｯｸ） 

遮音シートJ(日東紡） 

キソシール・防鼠材 

キャットスペーサー 

白アリパンチＮＳ 

サンクランプ 

ヤマセパ 

電熱ｼｰﾄ 

水抜きパイプ 

スーパーソート21 

キソパッキン（ロング） 

キソゴム 

ポリエチレンフィルム 

バンノーパネル（50㎜用）・ＢＰパネル（45㎜用） 

バブルカットプレート 巾止めｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 

120・150 

ｺﾝｸﾘｰﾄｻｲｺﾛ 

巾止めセパ 

ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾅﾂ 

ユニット鉄筋 

天端ビス 
基礎レベラー 

ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾅﾂ 

剥離剤 ﾒｰｶｰ： 相模 

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 

サナモールドＮｏ２ 

  １８ℓ ／ ドラム缶 



SPH19.3

⑨  養 生 材

⑩ 一側足場

⑥ 透湿シート

⑦ 発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ⑧ 防水・気密ﾃｰﾌﾟ

≪規格≫ 

  幅   長さ  入数  

 38㎜  25m  36巻 

 50㎜  25m  30巻 

（ﾅﾁｭﾗﾙ色） 

 50㎜  25m  30巻 

        

〇発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄと強化ﾌｨﾙﾑを貼り合わせて、 

  ｴﾝﾎﾞｽ加工をしてありますので、衝撃を吸収し、 

  ｷｽﾞ・汚れも防ぎます。 

〇破れにくく、防水・防湿性に 

  優れています。 

〇使用後焼却処分しても有毒 

   ｶﾞｽの発生はありません。 

≪規格≫ 

 Y-1B（青） 適用     ～115㎜程度   

                 50本入 

 Y-2G（緑） 適用115～150㎜程度  

                 40本入 

 Y-3O（橙） 適用130～180㎜程度  

                 30本入 

   長さ L-1.7m （ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製） 

≪規格≫ 
   50㎜×20m巻  
   75㎜×20m巻   
   100㎜×20m巻  

○スプレータイプなので、非常に簡単に取り扱うことが 

   でき、使用場所や用途に応じて使用できる、非常に 
  応用性の高い万能型の硬質発泡ウレタンです。 

防水ブチルテープ 

○シスタは断熱・充填剤として 

   幅広く使用されています。 

 

  ≪主な用途≫ 

  ・高気密・高断熱住宅用シーリング 

     剤として 

  ・サッシ廻り、ドアの隙間を充填する 

     ことによる遮音・結露防止 

   ・温水冷水パイプ、空調設備の断熱 

   ・保温断熱ボードの接着固定 

   ・壁面や床下などの吹き付け 

 

   ﾒｰｶｰ： ヘンケルジャパン 

 

○ノンフロンで環境にも優しい 

  発泡ウレタンです。 

 

 ＧＳスプレー 

  充填・吹付が併用出来ます。 

 ＧＳＸ 

  従来品の約1.5倍膨らみます。 

 ＧＳ360 

  ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ（全方向） 

  吐出を 実現。 

 

   ﾒｰｶｰ： ＡＢＣ商会  

○独立気泡で約2倍に発泡 
    します。吐出後約60分で 
    内部硬化（常温常湿）24 
    時間後には完全硬化。  
  

≪取扱い≫ 

○住宅外壁下地用の透湿防水シートは外部からの風雨を防ぎ、又、住宅内部から発生する湿気は外部へ 

  通すことで、カビや結露から住宅を保護します。 

○世界有数のサイエンスカンパニー 

   米国デュポン社が開発した住宅 

   外壁下地用透湿・防水シートです。 

   ﾒｰｶｰ： タイベック 
 

タイベック・ハウスラップ 

  1m幅×長さ100m巻／50m巻 
   

○特殊オレフィン樹脂がベース 

  のタフシートは、耐薬品性や 

    耐久力に優れた高品質の 

    シートです。 

  ﾒｰｶｰ： 三井化学  

 タフシート 

   1m幅×長さ50m／100m巻 

○ナノエースはオレフィン素材で 

    構成され、シックハウスの原因 

    となるVOCの発生はありません。 

    又、燃えた場合でも二酸化炭素 

    と水に分解されるだけで、ダイオ 

    キシンを発生しません。 

    ﾒｰｶｰ： 大倉工業 

ﾅﾉｴｰｽ・ﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟ  
 1m幅× 50m巻 

     100m巻 

○ラミテクトはポリエステル不織布を 

  ベースにした、新しいタイプの 

  ハウスラップ材です。社名印刷品の 

  ロット生産も可能です。 

 
    ﾒｰｶｰ： セーレン 

 

（両面・片面） 

○開口部廻り・サッシ廻りなどの防水・防湿 

  を、ブチルゴムの優れた接着性・密着性 

  を生かして実現します。 

○手で簡単に切れ、ベタ付かないので手が 

  汚れず、施工性の良い気密防水テープ 

  です。  ﾒｰｶｰ： 古藤工業 

 ﾒｰｶｰ： 古藤工業 

≪規格≫ 

   50㎜×20m巻 16巻入 

   75㎜×20m巻 12巻入  

   100㎜×20m巻  8巻入 

 ﾒｰｶｰ： フォモジャパン 

〇テープが無くても、簡単に取り 

  付けが出来ます。 

〇カッターナイフで簡単にカット 

   や加工が出来ます。 

〇開口枠・柱・ドア・手摺・サッシ回り等、あらゆる箇所の養生にご利用頂けます。 

〇強いグリップ力と干渉性を兼ね備えた養生 

  用カバーの決定版。 
〇柔軟な形状なので、様々な箇所を養生 

  できる養生カバーです。 

加工済みの床などのキズ、汚れの防止に 

〇手で簡単にカット出来き、耐水性、耐湿性、 

    耐薬品性、対候性に優れています。 

〇厚紙の両面にポリフィルムを貼り合わせて、 

   エンボス加工してりますので緩衝性があり、 

  防水効果もあります。 

〇自由な形にカットして階段、押し入れ、下駄 
   箱等の養生にもご使用下さい。 

〇水に強いので、 

   外階段の養生に最適です。 

〇カッターで簡単に好きな大きさに 

  切る事が出来ます。 

軽くて便利な 

  階段養生材 

〇木造、コンクリートどちらにも対応。 

〇防水性、クッション性に優れている。 

〇ＰＰ製なので焼却しても有毒ガスは 

  発生しません。 

〇使用の際、養生テープで固定して 

○水はけが良く、現場の美観を向上。 

  足場下 ・ベランダの養生、泥よけ等に、 

押 し 貼 り 

〇粘着面が外側になる逆巻き加工 

  になっておりますので転がすだけ 

   で簡単に施工できます。 

〇半透明のフィルムを使用している 

   為、パネルの墨出し線も見えます。 

〇重ね貼りが簡単に出来るので、 

   繋ぎ目からの水の浸入を防ぎます。 

〇ノリ残りが少なく簡単に、キレイに 

   剥がせます。 

〇軽量で作業性抜群です。 

〇標識用としてはもちろん、様々な用途 

   に使用出来ます。（防風・防塵・仮囲い等） 

＊ロープスティック、単管キャップ・ヘッド、 
  くい丸などの関連商品も取扱いしております。 

〇折り曲げなどの加工が簡単で、 

   ベニヤの様にささくれだったり、 

  腐ったりしません。又、使用後 

  の焼却時に有毒ガスが発生 

   しません。 

 

〇樹脂製なのでガタつき音がしません。 

〇軽くて取扱いが簡単です。 

〇連結式なので、幅を自由に変更でき、 

  使用する環境に柔軟に対応します。 

〇特殊なプラスチック製のL字型側溝用 

  ステップです。車庫、玄関などの入口 

  や工事現場の安全確保に活躍します。 

〇側溝の手がけ吹き込みから、残土やゴミなど 

  が排水路内に落ちるのを防止します。 〇枠と文字の色は紺色。 

〇印刷は片面印刷です。 

〇中が見える透明です。 

 発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

≪規格≫ 

 CK-1  適用50～100㎜ 50本入 

 CK-2  適用70～140㎜ 40本入 

 CK-3  適用63～120㎜ 40本入 

 長さ L-1.7ｍ （ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製） 

 ﾒｰｶｰ： JSP  ﾒｰｶｰ： MF 

≪規格≫ 

 UFO8   （1.8m） 青 適用100～180㎜ 60本入 

 UFO7   （1.7m） 緑 適用100～180㎜ 60本入 

  UFOｽﾘﾑ（1.7m） 緑 適用  80～120㎜  80本入 

 UFO21 （2.0m） 橙 適用   260㎜位 20本入 

 発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

ｻｲｽﾞ 1m×30m巻 
ｻｲｽﾞ 1m×50m巻 

 ﾒｰｶｰ： MF 

〇表面がエンボス加工で滑りにくく、緩衝性にも 

  優れています。  

〇７２０㎜巾ですのでカットし なくても廊下巾に対応します。 

〇二つ折りに出来ますので持ち運びに便利です。 
≪規格≫ 

  厚み2.3㎜ × 幅720㎜ × 長さ1,700㎜ 

≪規格≫ 

  幅   長さ  入数  

 25㎜  25m  60巻 

 38㎜  25m  36巻 

 50㎜  25m  30巻 

 75㎜  50m  24巻 

 100㎜  25m    18巻 

≪規格≫ 

  幅   長さ  入数  

 50㎜  25m  30巻 

○ハロゲン・鉛 ・重金属を 

   含まない 地球に優しい 

   養生テープです。 

 ﾒｰｶｰ： 日東電工  ﾒｰｶｰ： 積水化学工業  ﾒｰｶｰ： ﾀﾞｲﾔﾃｯｸｽ 

 ﾒｰｶｰ： JSP 

≪規格≫ 

 厚み２㎜×幅665㎜×奥行220㎜ 

 （14枚ｾｯﾄ：「養生中」印刷２枚入） 

 ﾒｰｶｰ： MF 

≪規格≫ 

 ｹｺﾐ有  厚み3㎜×幅950㎜ 

  （100㎜）    ×奥行220㎜×框40㎜ 

 ｹｺﾐ無  厚み3㎜×幅950㎜ 

                ×奥行220㎜×框40㎜ 

 発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

≪規格≫ 

  幅１ｍ × ３０ｍ巻 （１ケース/４巻入） 
  材質 ： ポリエチレン樹脂 

≪規格≫ 

 厚み2.5㎜×幅910㎜×長さ1,820㎜ 

  ＊3㎜、4㎜、5㎜ﾀｲﾌﾟも取り扱いして 

  おります。 

〇建築・土木・改築工事など、様々な 

  用途に使える多目的シートです。 

≪規格≫ 
  ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ原反 
   幅1,800㎜×100ｍ巻 
   幅  900㎜×100ｍ巻 
  ﾎﾜｲﾄｼｰﾄ原反 
   幅1,800㎜×100ｍ巻 
   幅  900㎜×100ｍ巻 
 

 発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

≪規格≫ 

    幅１．０ｍ／１．５ｍ × ５０ｍ巻 

  材質：ポリエチレン樹脂 

  

注）強風による倒れの恐れがあります。杭はしっかり打ち込んで下さい。 

   ポリエチレン製の為、燃焼します。火気には十分注意して下さい。 

 発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

≪規格≫ 

 蓋寸法 1.0ｔ×190㎜×90㎜  

 入数 ５０個入 亜鉛メッキ鋼板製 

  

 発売元： ｱｰｸｴｰｽ 

〇樹脂製の側溝蓋用穴ふさぎです。 

  樹脂製の為、上を歩いても音が静かです。 

≪規格≫ 

 蓋寸法 4.9ｔ×220㎜×80㎜  

 入数 １００個入 

 ﾒｰｶｰ： 城東テクノ  ﾒｰｶｰ： サンポリ 

＊各種サイズ取扱いあります。 

  色：ブラック・ダークグレー 

≪規格≫ 

 本体4種 

 幅300㎜×長さ600㎜×高さ 90㎜ 

 幅350㎜×長さ600㎜×高さ140㎜ 

 幅300㎜×長さ900㎜×高さ 90㎜ 

 幅150㎜×長さ600㎜×高さ 45㎜ 

 コーナー2種 

  幅300㎜×長さ300㎜×高さ 90㎜ 

  幅350㎜×長さ350㎜×高さ140㎜  

 色 ： グレー・黒   

 材質 ： ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 

 

 ﾒｰｶｰ： ＭＦ 

≪規格≫ 幅910㎜×長さ20ｍ巻   

〇工事現場・公園などの環境改善に 
   活躍します。 

≪規格≫ 

  高さ  635㎜ 

  口径 470㎜φ  

  底径 400㎜φ  

≪規格≫ 
  幅600㎜ 
   ×長さ900㎜ 
 
  200枚入 

ﾒｰｶｰ： 三共・信和 

タイベック タフシート ナノエース ラミテクト 

アクリル系気密防水テープ 

クッションカバー 
ミラスティック 養生カバーUFO 

ラミシート 養生シート 床男ボード 

養生テープ 

ﾊﾟｲｵﾗﾝﾃｰﾌﾟ ﾏｽｸﾗｲﾄﾃｰﾌﾟ さくら色ﾃｰﾌﾟ 

ステップくん 青階段 

貼ったりくん ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ（ﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ） ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ・ﾎﾜｲﾄｼｰﾄ原反 

ＰＥフェンス 人工芝 

スチールホールカバー 

ホールキャップ 

カーステップ ジョイステップ 

セ－フティーステップ・信和キャッチャー 

公園くずかご ゴミ分別袋 

シスタ インサルパック 

ファーストフォーム 

ＰＥフェンス 

橙（オレンジ） 

ＰＥフェンス 

緑（グリーン） 

ＰＥフェンス 

青（ブルー） 

＊ネーム入れ加工出来ます。 

○敷地の形状や、立地等の制約に対して、優れた 

  対応力があるクサビ式の足場です。建築現場に 

  おける墜落事故防止、作業性の向上に貢献します。 

  

イナバ物置  ﾒｰｶｰ： 稲葉製作所 

○「１００人乗っても大丈夫！」でおなじみの 

  イナバ物置です。抜群の耐久性を誇ります。 

  設置場所に応じて選択できます。 

空気清浄機  ﾒｰｶｰ： ダイキン工業 

○ハウスダスト、 悪臭、 ＮＯx ・ タバコ刺激臭  

  新建材刺激臭、細菌 ・ ウイルスを強力に 

  除去、 空気中の汚染物質を取り除きます。 

   花粉症対策に最適です。 

   

新機能「ニオイとる～ぷ」搭載！ 


