体育館・武道館

耐震・超軽量システム天井

システム天井工法、他

旭ビルト工業（株）

〒 141-0033 東京都品川区西品川 1-28-19
TEL：03-5788-4551 FAX：03-3788-5322
お問合せ abk-in@a-blt.co.jp

絶対に壊れない！絶対に落ちない！安全な天井を目指して！
≪安全な天井を目指して！≫
旭ビルト工業㈱は、1972 年の創業以来、体育館、プール、映画館、工場等の
大空間の天井に吸音性、断熱性に優れた化粧グラスウールの天井設置工事を専
門的に手がけて来ました。

材料を供給するだけのメーカーとは異なり、その

豊富な経験と蓄積された技術から軽量なだけではなく、【強く！壊れにくい！
安全な天井！】を開発しました。
≪安全性の実証≫
阪神淡路大震災の JMA 神戸波、東日本大震災の KIK-NET 芳賀波、日立波をそれ
ぞれ 100％加振し、破損、脱落の有無を確認した 3 次元振動台実験 , バレーボー
ルを練習用マシンにて天井面にぶつけるバレーボール衝突実験、天井の面の許
容耐力を測定する天井ユニット強度試験、部材接合部強度試験、天井面内せん
断試験など数々の実証実験を通してその安全性を確認しています。
≪更なる開発≫
化粧グラスウールの表皮材を現行のガラス不織布や塩ビシートよりも強固な素
材であるガラスクロスを採用し、以前は難しかった色柄を安価で印刷する技術
を新たに開発しました。グレー、黒ベージュ等ご要望に応じた色やお好みの柄
を選択することが可能になり、木目調など多様なニーズに対応できる新天井板
も開発しております。
≪㎡ 2 ㎏以下！超軽量 SLC 工法の特徴≫
ただ軽くするだけではなく、軽量でも十分な強度を持つアルミＴバーの交点を上下切り欠いて
交差させて SP クリップにて固定、1000×1500mm グリットを構成し、化粧グラスウール天井
板を落込んで四周を強固に接着固定しています。天井面構成部材重量 2 ㎏ / ㎡以下にも関わら
ず、バレーボール等の衝撃にも耐え、万が一壊れる様な事があってもバラバラにはならず落下
する可能性が非常に低い構造になっています。

☆3次元振動台耐震実験結果（SLC工法）
加振波測定点

計測震度

JMA 神戸波 100%

震度６強

天井面最大応答加速度
1366gal(1.4G)

KIK-NET 芳賀 100%

震度７

6098gal(6.2G)

KIK-NET 日立 100%

震度６強

8531gal(8.7G）

各種地震波加振後 , 下地破損 , 部材歪み , 天井板脱落等なし
☆バレーボール天井直下２ｍの衝突実験結果（SLC工法）
衝突部位

破損の有無

天井板面

80km/h 表皮が破れる

グリット T バー

MAX100km/h でも損傷なし

≪採用実績≫
東京都荒川区、板橋区、江戸川区、品川区、新宿区、杉並区、中央区、港区、渋谷区、府中市、狛江市、多摩市、町田市、兵庫県赤穂市、
佐用町、たつの市、丹波市、山形県山形市、三川町、鶴岡町、山梨県、静岡県浜松市、袋井市、奈良県香芝市、北海道札幌市、
岩手県盛岡市、愛知県、茨城県、滋賀県、岐阜県、長野県、山梨県等、多くの自治体や私立の学校、企業、設計事務所から
採用されております。
最近では、筑波大学の学生講堂天井耐震改修や新築の学校施設の職員室、食堂、一般教室でも採用され先の熊本地震で被災
した大規模展示施設グランメッセ熊本の天井恒久復旧工事でも採用が決まりました。

http://www.a-blt.co.jp
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体育館等大空間
膜天井

膜天井システム
本

社／〒 242-0001 神奈川県大和市下鶴間 2767-34
TEL.046-271-3222 FAX.046-271-3223
東京営業所／〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 2-26-5
バロール代々木 220 号室

（株）トニー

膜天井のパイオニア

株式会社トニーは、国内で唯一の内装用膜の専門のメーカーです。
材料メーカー・大学研究機関との連携で、用途に応じた超軽量・低価格の膜天井システムを
製品化しております。
■パネル工法

国内初の2kg/㎡以内のパネル工法
工場でユニット化して金属パネル
のように取付ける方法や、フレーム
を先に本体に固定して現場で膜を
張る工法

15,000円/㎡～

■ワンウェイテンション工法

2方向のみに張力を加えて膜を自立
させる工法
都議会議事堂に採用されました。

7,000円/㎡～

■4方向固定工法

ミゾ型ファスナーを使った工法や
ロープラッキングで膜を張る工法
や、側面の金物に単純にFBのみで固
定する方法
8,000円/㎡～

■懸垂膜工法

膜を自然懸垂させて両サイドのみ
固定する簡単な工法

7,000円/㎡～

■SP工法

はじめに2方向（長手）のみ
をボルトまたはジャッキ
等で機械的に引っ張り込
み、両サイドは少しの張力
で簡単に固定する工法
7,000円/㎡～

低価格宣言「TONY の価格保証」同スペックでもし他社より高い場合は、差額を返金させて頂きます。
http://www.tony-net.com
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体育館
膜天井

リフォジュール膜天井/不燃膜天井(新システム)

リフォジュール（株） 第一事業部
〒 140-0014 東京都品川区大井 1-23-3( フクビビル )
製造元 フクビ化学工業
（株） TEL.03-5742-6331 FAX.03-5742-6337
販売元

天井重量 2 k g/㎡以下で安心・安全
リフォジュール膜天井は「落下」という最悪の事態を
石膏ボード 9.5mm

想定して開発された゛
超軽量゛
の天井システム。特殊「膜」
と軽量フレームで構成され、最大の特徴が軽さ。一般の

石膏ボード 12.5mm
ロックウール吸音板 9.0mm

石膏ボードに比べ重さは 1 ／ 30 〜 1 ／ 10。地震時の

スパンドレル

振動を吸収しやすく、落下しにくい。万一落下してもそ

リフォジュール不燃膜天井

の安全性が大きく違う。学校施設の体育館、武道場、屋

リフォジュール膜天井

内プール、教室等、非構造部材である天井の耐震対策に
最適。
【特徴】
・健康上の安全の確保：リフォジュールシートのホルム
アルデヒド放散速度は 0.005mg/mh 以下、F ☆☆☆☆
同等品。
( 財 ) 建材試験センター中央研究所
試験成績書：第 07A1100 号
・火災に対する安全性の確保：ガス有害試験に合格して

文教大学

旗の台中高体育館

いる。燃焼した際に有毒なガス、煙等を多量に発生
することはない。
( 財 ) 建材試験センター中央研究所
試験成績書：第 39667 号
リフォジュールシートは、ポリ塩化ビニル系樹脂を
特殊加工して作られており、
自己消火性を有している。
設置条件により、
「準不燃品」としても使用できる。
※不燃膜天井は不燃品となります。
・国土交通省登録制度による、優良住宅部品として認定

葛飾区水元体育館

屋内プール

されている。
・構造体に負担をかけることなく設置することが可能。
※層間変形角 1/50 にて加振される試験においても、
シート並びに廻り縁の脱落はない。

「2015年度グッドデザイン・ベスト100」
受賞

http://www.refojoule.co.jp
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長浜市立小学校

体育館

体育館・武道館

CPS 直付けシステム天井

落下防止対策システム天井【CPS 工法】

コンフォートテック（株）

〒 260-0025 千葉市中央区問屋町 1-55 シーオービル 6 階
☎ 043-305-4780 FAX 043-305-4781
全日本板金工業組合連合会 推奨商品
一般社団法人 日本建築板金協会 推奨商品

想定外の地震でも天井が落ちない建物を造る
― 直付け天井のパイオニア ―
平成 19 年度発売開始から天井脱落事故０で安全・安心

特定天井対象外・非構造部材耐震化に対応
ブレース位置に影響されず施工できます
＜特徴＞
①吊らない天井で安全・安心
主要構造体に直下付けの独自工法を採用
建物の各構造 (S 造・RC 造・木造 ) に対応できます
②部材点数が少なくワンタッチ工法で低コスト・工期
短縮
③脱落しない天井
天井材はビズ止め、接着することなく専用冶具オー
プンスペーサーに挿入、化粧ホルダーと嵌合するこ
とで強固に装着されます
④軽量で断熱・吸音性能を有する天井材
発泡プラスチック系・繊維系断熱材を使用例
・化粧グラスウール (64㎏ / ｍ 3) 厚さ 25 ｍｍで
1.60㎏ /㎡
・複合板：ポリスチレンフォーム３種厚さ 20mm ＋
化粧ロックウール吸音板厚さ９mm 3.65kg/㎡
各種断熱材・吸音材の複合板を提供
必要性能値にカスタマイズでお応えします
⑤天井仕上げ材は豊富なバリエーションからお選びい
ただけます
仕上げ材には化粧グラスウール 3 色・化粧ロックウー
ル吸音板 2 パターンをご用意しております

http://www.comfort-tec.co.jp/
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体育館

軽量システム天井

ライトシリングシステム天井
本

東海物産（株）

社

岐阜支店
豊橋営業所

〒 465-0047  愛知県名古屋市名東区小池町 434
TEL：052-779-2267( 開発事業部 )
〒 500-8445  岐阜県岐阜市八島町 3
〒 440-0092  愛知県豊橋市瓜郷町前川 35

軽くて安全安心な「ライトシリングシステム天井」
【概要】
当社は内装工事会社として、数多くの屋内プール工事
を手がけてきた。
軽くて防湿性の高い工法は、
民間スポー
ツジム、全国の自治体で採用されている。2011 年 3 月
に発生した東日本大震災では多くの建物で天井落下事故
が発生したことを踏まえ、その後建築基準法改正国土交
通省告示第 711 号施行により、本格的に基準が定めら
れた。当社はこうした背景から更なる天井の軽量化を図
るべく、「ライトシリングシステム天井」を開発し、学
校関連施設では、屋内プール、体育館、給食施設に提案
し、全国の学校で採用され始めている。

給食施設

【ライトシリング断熱化粧ボードの特徴】

【最近の施工工事実績】

○断熱性能：基材イソシアヌレートフォームは、高い断
熱性が得られる。

( 体育館 )

姫路市立古知小学校 ( 兵庫県 )、美里町立南

郷中学校 ( 宮城県 )、明石市立錦城中学校武道場 ( 兵庫県 )

○防湿性：面材にアルミホイルを使用しているため、表
面より水蒸気の透湿は皆無に等しくなっている。

( 屋内プール )

千代田区立九段中等教育学校 ( 東京都 )、

港区立本村小学校 ( 東京都 )、開明中学校・高等学校 ( 大

○軽量：1㎡当たり約 1.0kg と、天井材としては非常に
軽量。

阪府 )
( 給食施設 )

○コスト低減・工期短縮：可能な限り少ない材料の組み
合わせにより、
コスト低減と工期短縮に貢献している。

島田市給食センター ( 静岡県 )、六ヶ所村

学校給食センター ( 青森県 )、東浦町給食センター ( 愛
知県 )

屋内プール

http://www.tokai-b.co.jp
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体育館

体育館

フロアシステム

モイスガードフロアシステム
本社 〒 214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形 5-23-7
■東京 TEL：044-281-3481 FAX：044-281-3482
■大阪 TEL：06-6305-6626 FAX：06-6305-6522
■岡山 TEL：086-250-2514 FAX：086-244-2514

（株）UFG

体育館木製仕上げ床の耐久性・安全性を向上する新床システム
暖房連続３か月稼働）の評価においても反り・段差・隙

〈近年のスポーツフロアの問題点〉
日本における体育館ではその殆どに木製仕上げ材が使

間等の発生しないフローリングの製品化が可能となった。

われている。その体育館の床に関わる昨今の問題として
従来品

床のササクレによる負傷事故が報告され、文部科学省か

本製品

ら全国の教育委員会などに向け床の負傷事故に関する注
意喚起の事務連絡、又、消費者安全調査委員会からも同
事故に関する経過報告がされている。
この背景には近年の体育館床の耐久性に関わる室内環
境変化が大きく関係している。その内容としては下記に

又、耐久性を表現する他の重要な項目として、
「傷の付

挙げられる様な過去にはない複数の原因が内在する。

き難さ」
、
「変色のし難さ」などがある。

1）
．室内気候の変化 ：温暖化・乾燥化等気候変化冷暖

教室などの椅子引き摺りによる傷や物品の落下による凹

房などの空調設備導入の増加、クールヒート・トレンチ

み傷など、年月がかさむにつれ目立つようになる。本製

等の新規設備導入等により、特に乾燥化傾向が強くなり

品は表面材の含浸樹脂による補強効果により傷の付き方

木材の含水率低下による変形・割れが多くなった。

は従来の未処理木材に比べ１／３程度である。又、変色

2）
．床暖房設備の導入 ：床下温風暖房など新規設備導

も極めて小さく新品の風合いを長く保つ事が可能である。

入が進んできた事で上記同様の現象発生。
従来品

3）
．過大な力の入力 ：イベント等の開催を見越した観

本製品

覧席の導入等、大荷重の設備導入が進んだ。
このような背景により、木材に寸法変化に伴うストレ
スが蓄積され、反り・割れ・段差・隙間等の発生、場合
によってはササクレ等の現象に繋がっている。
下地についても同様に耐久性を高め伸縮を抑制する方
策を取っている。下地木質パネルの上下面及び側面の全
ての表面に高度な防湿処理を施し床全体の伸縮量を半減
させている。

ひび割れの発生

隙間の発生

〈木製床の長寿命化への課題と方策〉
本製品は特殊加圧樹脂含浸による寸法安定化処理を施
した木質単板を表面に配し、今までの木質仕上げ材で防
ぐ事の出来なかった含水率変化による伸縮抑制を可能に
し、反り・割れ・隙間の発生を防ぎ、高い平面精度を長
期間保つ事が可能となった。その結果、過乾燥条件（床

http://www.ufg.jp
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モイスガードフロアシステム

体育館
床

スペシャルハイド
■東京支店

北海道パーケット工業（株）

〒 166-0012 東京都杉並区和田 3-32-7
☎ 03（3313）4181 〜 4 FAX03（3313）4034
■本 社☎ 0138（49）5871 ■大 阪☎ 06（6327）1231 〜 2
■仙 台☎ 022（219）3621 ■水 戸☎ 029（305）0311
■札 幌☎ 011（746）0711 ■九 州☎ 093（921）7752

木を諦めない 合成樹脂よりも優れた木の体育館
スペシャルハイド ve rsionⅣ
〈概要・特徴〉隠し特殊張り工法により、ダボ無し、サンダー不要の透明感のある体育館を実現。
  高耐久大型積層フローリング、ＪＡＳ F ☆☆☆☆、国内生産。

普通張りした大型積層フローリング

過乾燥状態での木部反り
↓
ささくれ事故の原因

スペシャルハイド Ver Ⅳ

表面木

SMH 樹脂含浸木部

基材合板

基材合板

下地合板

下地合板

根太

根太

※平衡含水率が 5％以下になる環境で起こる
過乾燥状態※での木部反りを 1/3 に軽減
↓
経年劣化での危険性を軽減

現象。体育館の不具合は、複合的要因が
あるが根本原因のため、保湿が望ましい。

●断面図

寸法安定処理、表面強硬度処理商品

体育館仕様（塗装品、着色もできます）
■ヒート・クール・トレンチ

地熱利用の空調システム

地下数メートルからの風を室内に循環させて温度を夏涼しく
冬温かく保つ為のシステム。最近では、大規模施設、体育館
等での利用が進んでいる。同設備に対し、通常の床暖房設備
ではない為、通常製品を基本的に採用してきたが、送風によ
る復元実験 ( 自社ラボ ) を行い、平衡含水率は 5％以下になる
事を確認しました。過乾燥異常になります。今後、同設備は
省エネの観点からも大変有益であり、特に体育館の二次利用
( 避難所等 ) での有効性から、同条件で対応可能な製品の開発
を行った。

http://www.parquet.co.jp
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熱中症対策

大風量エアコン

スポットバズーカ〈一体型〉

（株）イーズ中部

〒 440-0876 愛知県豊橋市西松山町 123 番 3
TEL : 0532-39-8631  FAX : 0532-39-8632

熱中症対策の救世主！

体育館や多目的ホールなどの高温多湿な大空間における熱中症対策は

バ ズ ー カ 級 の 爽 快 爆 風 ！！

●安全性
風量が強いので手の届かない位置に設置可能。
●省エネ効果
高 COP（エアコンなどのエネルギー消費効率）なので
二酸化炭素の排出量が少なく環境にやさしい。また、保
守、管理に必要な費用が少ない。
（節電）
●フィルターレス
フィルター清掃の必要がないので、メンテナンスフリー
で手間いらず。目詰まりによる風量の低下・消費電力の
上昇を抑えられる。
●温度ムラが殆ど発生しない
大風量＋分散設置＋循環扇で温度ムラが非常に少なく、
電気代が節約でき過ごしやすい環境が得られる。
●水洗い可能
室外機として使用されていたものを室内機として使用し
ている為、防水性が高い。
●耐久性抜群
施設園芸用として開発された機械なので過酷な環境下で

●移動可能／スポット冷房に最適

も使用可能。

体育館などの天井の高い大型施設や半解放の空間を効率

●通常設置も可能

よく狙い撃ちします。

冷房だけでなく運動施設用（体育館等）暖房としも利用
可能。
■暖房運転時の消費電力推移

200

150

消費電力上昇率（％）

250

年平均 40％UP

↑メンテナンス時の
平均消費電力
100

1 年目
2 年目
3 年目
（フィルター清掃しない年数）

4 年目
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屋内運動施設・体育館
水冷扇

移動式インバーター水冷扇
〒 285-0813 千葉県佐倉市石川 591-8
TEL：043-290-9031
FAX：043-290-9032

（株）フナボリ

学校施設運動場・体育館などで快適にスポーツを楽しむために !!
〜フナボリの移動式インバーター水冷扇が新たな活路〜
これまでの夏場の学校屋内運動場や体育館などには、

オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工

決してアスリートにとってスポーツの良好な環境とはい

場、観光レジャー施設などさまざまな場所でご利用い

えませんでした。スポーツと汗は、付き物だと言っても

ただけます。

近年の地球規模の異常気象によって、夏季の外気温が

・水の気化熱によって冷風を送り出すと同時に、ホコリ

32 度から 35 度以上に上昇することも多々あります。こ

やチリを取り除く効果があります。自動給水機構を備

うした場合、特に断熱性能の悪い学校屋内運動場や体育

えていますので、面倒な補水作業は不要です。
（手動

館。さらに、通風、換気の性能が劣る室内は、人の体温

給水も可）

以上に上昇するケースも多く、アスリートにとっては過

・蒸発式ですので、ミストは発生しません。

酷な状況となり、スポーツを行ったり、楽しむところで

・吸入空気温より、
排出空気温は− 3 〜− 4℃となります。

はなく、室内はサウナ風呂状態となります。こうした条
件を解決できるのが水冷扇です。
また、災害は何時・何処で起きるか予測が難しいもの
です。全国の公立学校は災害時の地域非難所に指定され
ています。そのため、夏季災害では多くの人々が非難す
る学校屋内運動場や体育館などは、避難者にとっては過
酷な環境となります。こうした場合にもフナボリの水冷
扇が活躍します。
災害時の学校施設の常備設備に加えて下さい。
これまでの工場、作業場などの労働環境の改善のため
には、需要をますます拡大しています。
移動式インバーター水冷扇
超大風量／省エネ／無段変速／空気浄化
・学校屋内運動場／体育館などと工場、倉庫、事業所、

M602-COOL 水冷扇

M702-COOL 水冷扇

表 面 素 材

FRP

表 面 素 材

FRP

羽 根 サ イズ

42インチ

羽 根 サ イズ

30インチ

羽

6枚

羽

7枚

モ ー タ ー

2HP F10P

モ ー タ ー

1.5HP F6P

最高回転速

580rpm（無段変速）

最高回転速

900rpm（無段変速）

騒

50～80dB

騒

40～70dB

送風有効距離

20M

送風有効距離

15M

風

20,000㎥/hr

根

数

音
量

数

音

30,000㎥/hr

風

貯 水 容 量

180L

貯 水 容 量

150L

消 費 水 量

室内18L、室外30L/hr

消 費 水 量

室内16L、室外25L/hr

消 費 電 力

1,600W（全速時）

消 費 電 力

900W（全速時）

ス イ ッ チ

安全ブレーカー内蔵型

ス イ ッ チ

安全ブレーカー内蔵型

サ

イ

ズ

H186×W155×D81㎝

サ

イ

ズ

H158×W126×D72㎝

総

重

量

120kg（乾燥時）

総

重

量

90kg（乾燥時）

◆その他の送風機
移動式送風機

共栄大学納入例

根

三相 200V
M601-FRP

http://www.funabori.co.jp
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量

排気用送風機

単相 100V
M701-FE

三相 200V
S301D

体育館

割れないスポーツミラー

リフェクスミラー
東京オフィス 〒 116-0014  東京都荒川区東日暮里４-36-20- ４F
☎ 03-5850-4650 FAX. 03-5850-4682
大阪オフィス 〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2-1-3
フェニックス南船場
☎ 06-4705-6223 FAX. 06-4705-6225

（株）
J. フロント建装

ダンス・武道の授業にはリフェクススポーツミラーが最適です！！

【概 要】

リフェクススポーツミラーは、日本の技術の高さを
誇る、特殊フィルムミラーの為、万が一落ちたり倒
れたりしてもガラス鏡のように割れて飛び散る心配
がなく、軽量なので大きなサイズでも安心して使用
できます。明るく鮮明な映りと、その安全性が評価
され、学校、スポーツジムや舞台など、さまざまな
分野で長年愛用されています。
【特 徴】
○倒れても安心安全割れません！
○軽量で移動・設置が簡単
○従来の鏡よりもくっきり鮮明に映る、細やかな動
きがはっきり確認できます
【実 績】
各種学校、スポーツ施設、舞台他多数に 40 年の納入
実績があります。

商品名

品 番

Ｔ型移動式
ＲＭ-8
スポーツミラー
【キャスター付き】 ＲＭ-9

サイズ

重量

価格

(横×縦×厚さcm)

(kg)

( 円 / 税抜 )

90×180×2.7

11.2

115,000

120×180×2.7 13.2

145,000

ＲＭ-12

90×180×2.7

4.9

70,000

ＲＭ-13

120×180×2.7

6.1

90,000

コンパクトタイプミラー ＲＭ-80Ｃ 80×150×2.15

6.9

76,000

壁掛式
スポーツミラー

http://www.jfdc.co.jp/refex/
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体育館
人工壁

クライミングウォール

ピラミッドジャパン（株）

〒 357-0062 埼玉県飯能市永田 387- ５
☎ 042-980-5650 FAX：042-971-6780
E-mail：pj-info@pyramide-japan.com

【概 要】
ピラミッドジャパン株式会社は、２５年超にわたり、国
際スポーツクライミング連盟の唯一のオフィシャルパート
ナーであるアントレプリーズ社や、世界で唯一傾斜を自由
に設定できるＭＧＶウォールのメーカーであるピラミッ
ド社などの製品を含めて、あらゆる種類のクライミング
ウォールを提供、設置しています。
そのため、プランニング、設計の段階において、設置の
目的に合致した最適なクライミングウォールを提案するこ
とができます。

【クライミング（クライミング施設）の特徴】

また、設置後の管理運営のサポートから、イベントの仮

○身体の全体バランスの感覚向上に役立ち、チャレンジ精

設ウォールまで、クライミングにかかわるあらゆる要望に

神を育てる。

対応しています。

○クライミングは、ゲーム性も高いために、楽しみながら、

プランニング・見積は無料となっているので、どのよう
なことでも相談することができます。

上半身の強化などにつながるので、各種スポーツのトレー
ニングメニューに加えると効果が期待できる。
○垂直のスポーツであるために、施設は場所を取らず、コ
ストパフォーマンスがよい。
○ハードであるが、
動きはゆっくりであるため、
高齢になっ
ても楽しめる生涯スポーツである。そのために、３世代が
同じ場所で楽しめる稀なスポーツである。
【学校実績】
北海道立美唄工業高等学校、
東京都立特別支援学校２ヵ所、
埼玉県加須市立大桑小学校、神奈川大学、群馬県立万場高
等学校、東京都世田谷区立烏山中学校、千葉工業大学、桃
山学院大学、岡垣町こども未来館、鳥取大学、茨城県立水
戸工業高等学校他多数、保育所・幼稚園多数

http://www.pyramide-japan.com/
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体育館

パネル式フロア材他

セノー（株）

スナップスポーツ／逆上がり練習器
営業統括推進部
〒 270-2214 千葉県松戸市松飛台 250
TEL：047-385-9110
FAX：047-385-9177

どんなスポーツもスポーツフロアーの傷みを気にせず全力でプレイ
【概

要】

スポーツサーフェイスには、使用場所や競技により、
｢木質フローリング｣ ｢塗床｣ ｢樹脂シート｣ ｢人工芝｣ な
ど、様々な製品があるが、どの製品も専門の工事が必要。
スナップスポーツは工事を必要とせず、簡単に様々な場
所をスポーツの場所に変えることができる新しいパネル
式フロアー材。
【特

長】

・スポーツ専用樹脂製フローリングで標準 18 色のカラー
バリエーション
・屋内用として木目調パネルもご用意
・Bounce  Back にはプレーヤーの足への負担を軽減する、
特 許 取 得 済 の ShockLock を 標 準 装 備。
さらに ShockTower 付モデルもライン
ナップ
・設置、取外しが容易な為、簡単に施設の
リニューアルが行なえ、仮設イベントに
も対応可能
・破損した場合でも、部分交換が可能
・高い耐久性により、長期 7 年保証を実現
・単一素材の使用によりリサイクルも可能

セノーの逆上がり練習器

本体価格

￥25,000 ＋税 ( 台 )( 送料別 )

◆重量：約 4kg

「できたっ！」を苦手な子にも。

◆素材：スチール
◆カラー：ホワイト
◆原産国：台湾
AT5000 L サイズ

W754 D394 H863mm

( 目安身長 150 〜 180cm)
AT5001 M サイズ

W754 D353 H758mm

( 目安身長 130 〜 150cm)
AT5002 S サイズ

W754 D353 H678mm

( 目安身長 110 〜 130cm)
※鉄棒は付属しておりません。

http://www.senoh.jp/
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※富山大学人間発達科学部

佐伯准教授監修

体育館

可動式クライミングボード

スペースウォーカー  クリムボン
〒 157-0072 東京都世田谷区祖師谷 3-9-7-101
TEL：03(6277)9072
FAX：03(6277)9073
Mail：climbon@dynamarks.co.jp

（株）
ダイナマークス

「身体」と「頭」を同時に鍛える、可動式クライミングボード
落っこちる練習していますか？
【概

パネルユニットとしました。ユニッ

要】

クリムボンは近年低下傾向にある子どもたちの身体能

ト化により、設置場所の広さに応

力向上を目的として開発された、設置が簡単な室内用ク

じた拡張や増設が可能となりまし

ライミングボードです。既存の壁面に上レールを固定し

た。

ボードをはめ込むだけなので、設置後の取り外しも可能

・ボードの脱落防止機構や指さし防

です。さらに原状回復も容易です。

止キャップなど安全への配慮を各

難易度の異なる３種類のチャレンジコースを初期設定

所に施しています。

し、身長や身体能力の差に係わらず幼児から小学生まで

第 9 回キッズデザイン賞

・クリムボンは製品販売のほかに、

審査委員長特別賞受賞

幅広い年齢層に対応します。
後にコース変更も自由自在。

子ども向けのイベント用としてレンタルも承っており

付属する３種類のプレイカード（トランプ他）でゲーム

ます。

もでき、運動に自信がない子どもも楽しめます。

・ボード４枚連結が基本セットとなります。
【製品構成】

【特

・クライミングボード

徴】

・壁につかまったり、落ちたりする身体感覚を安全に育
みます。

W800 × H1,820 ×ｔ 40 表面鉄

板仕上げ
・着地マット

・多彩なアレンジができるようにホールドを大量に付属

W800 × D1,380 ×ｔ 110 ターポリンカ

バー、ウレタンフォーム

しました（通常の約 1.5 倍）
。それにより子どもたち

・上レール

アルミ製

が難コースをクリアする目標を掲げ、いつまでも飽き

・ホールド

強化プラスチック樹脂

ずに使用できます。

【対象年齢】

・プレイカードを使用することにより、体力だけでなく
知力も同時に鍛錬できます。

概ね 3 歳〜小学 3 年生
【主な納入実績】

・室内用なので雨や雪・炎天下など、天候に左右されず
使用できます。

・町田市子どもセンター「まあち」
・学童クラブ AEL 湯島

・導入に大がかりな工事を必要とせず１日で設置できる

・塩釜カトリック幼稚園、ほか

http://www.dynamarks.co.jp
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