運動場舗装

ゴムチップウレタン舗装

全天候型舗装サーファム

ヨコハマ弾性舗装システム（株） TEL:03-3441-0821
〒 108-0074

【概

東京都港区高輪 2-15-15
FAX:03-3441-6900

慮が可能であり快適な歩行感・走行感と足に優しい衝撃

要】

全天候型舗装「サーファム」は、屋外球技場や学校の校

吸収性を有しています。

庭等の複合グラウンド施設舗装材として広範に普及して

また、トップコートに機能性塗料を使用することにより、

います。

表面温度の抑制効果を持たせることができます。

特に透水性舗装材「サーファム WP-SUPER」
「サーファ

サーファム GT-A はプラスの特徴として耐スパイク性を

ム GT-A」は、適度な弾力性・耐久性・メンテナンス性

有しており IAAF（国際陸上競技連盟）指定材質試験を

のバランスにより学校校庭の舗装材として適します。

受けています。

【特

徴】

【用

途】

約 30％の空隙を有するゴムチップ弾性層の表面にポリ

学校校庭、多目的グラウンド、球技場、トラック走路な

ウレタンエンボス層を吹付けて保護皮膜を設けた透水性

どの運動場舗装

舗装材で、水溜まりを生ずることなく環境にも優しい配

【実

績】

・足立区立鹿浜第一小学校
・豊島区立要小学校
・都立南多摩高等学校
・文京区立第八中学校
・中央区立月島第二小学校
・横浜市立竹山小学校
・墨田区立言問小学校
・文京区立第八中学校
・豊島区立千早小学校
・町田市立堺中学校
・中央区立久松小学校
・池袋本町地区小中連携新築学校
・東京成徳大学高等学校
・東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部
・豊島区立仰高小学校
・墨田区立本所中学校

http://www.surfam.co.jp/
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運動場舗装
人工芝

ロングパイル人工芝
本社営業本部
〒 160-6112 東京都新宿区西新宿８-17- １
住友不動産新宿グランドタワー
TEL：03-5925-9436（本社営業本部）FAX：03-3362-5807

大成ロテック
（株）
【概 要】

学校運動場などに最適である。

「ロングターフ」は、次世代の運動場などを舗装する

さらに、天然芝のように施工期間や養生期間を考慮

ニュータイプの運動場（スポーツ）舗装用人工芝とし

する必要がなく、耐久性が抜群で維持管理が容易であ

て開発されたロングパイル人工芝。

る。

同人工芝は、パイル（葉茎）の長い人工芝に、砂と

【用 途】

弾性材（ゴムチップ）を充填（厚さ 35mm ～、叉は

学校運動場（校庭）
、多目的グラウンド、野球場、サッ

50mm）したもので、より天然芝舗装のクッション性、

カー場、ラグビー場など多様な屋外運動場など。

そして、全天候型舗装の長所である排水性、防塵性、
維持管理など、それぞれの舗装材の特性を併せ持つ画
期的なロングパイル人工芝（舗装材）である。
よく管理された天然芝運動場と見分けのつかない風合
いがあり、目に優しく、しかも、ゴムをクッション材
として使用しているので、足腰への負担が少ないので、
長時間の運動でも疲労感が少ない。
【特 徴】

【実 績】（各メーカー人工芝を取扱います）
・神戸レディースフットボールセンター（兵庫県）
（住ゴム産業）
・岩手県フットボールセンター（岩手県）
（積水樹脂）
・法政大学サッカー場（東京都）
（積水樹脂）
・宝ヶ池公園野球場（京都市）
（泉州敷物）
・五條市上野公園多目的グラウンド（奈良県）
（住ゴム産業）
・青山学院グラウンド（当社）
・國学院大學たまプラーザキャンパスサッカー場（神奈
川県）
（積水樹脂）
・学校法人大乗淑徳学園グラウンド（千葉県）
（積水樹脂）

弾性材（ゴム）と砂をバランスよく長葉茎（パイル）
に、バランスよく充填した構造が適度なクッション性
があり、衝撃吸収性能に優れている。転んでも滑り込
んでも火傷などが起きにくく安全。
排水に優れた舗装断面（ゴムチップと砂の複合充填
構造）なので、降雨後すぐ乾燥するので、降雨後のす
ぐの使用も可能である。また、突風時でも草丈（長パ
イル）の長い人工芝構造が充填材の周囲への飛散を防
止する。それが近隣住宅への粉塵公害が少ないので、
ロングターフ５５Ｓ．７０Ｓ
（標準パイル）
ポリオレフィン葉茎
（Ｌ=５５．７０mm）

（学法）大乗淑徳学園グラウンド ( 千葉 )

ロングターフの種類

ロングターフ５５Ｕ．７０Ｕ
（2 重パイル）
ポリオレフィン葉茎
（Ｌ=５５．７０mm）

ロングターフ５５Ｕ．６５Ｍ クール
ポリオレフィン葉茎
（Ｌ=６５mm）
カラーゴムチップ ( ベージュ）

ゴムチップ

ゴムチップ
補助パイル

特殊調整硅砂
基布

特殊調整硅砂
基布

特殊調整硅砂
基布

開粒度アスコン。砕石路盤

開粒度アスコン。砕石路盤

開粒度アスコン。砕石路盤

標準パイル

２重パイル

モノフィラメント

http://www.taiseirotec,co,jp
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ゴムチップ

校庭・園庭
雑草取り

雑草生らず 赤シラス
〒 220-8109

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1
横浜ランドマークタワー 9F
TEL：0120-011-535 FAX：0120-998-084

高千穂シラス（株）

校庭 遊具 プール 花壇 まわりの

1. 特殊な土・シラスを活用した植物を育たなくする
防草材
「赤シラス」は九州南部に広く分布する火山噴出物 “ シ
ラス ” の特長を活かした雑草対策の土。薬剤の力で雑草
を駆除するのではなく、根をはらせない “ 赤シラス ” と
育たせない環境をつくる ” ボラ ” を絶妙に配合した土が、
自然に固まることで雑草を生やさないシステムを実現し
ました。
2. 環境に配慮した 100％自然素材
「赤シラス」は化学物質を含まない 100% 自然素材の防
草材であるため、土壌汚染の心配がありません。
自然の生態系を崩すことがなく、子どもが触っても安心
です。人にも生き物にも優しい、環境のことを考えた防
草材です。
3. 簡単施工＆撒いたところ “ だけ ” 雑草が生えてこない！
「赤シラス」は撒いてならすだけの簡単施工！撒いたと
ころだけ雑草が生えてこないシステムです。もともと育
てていた草花や、
周りの植物は枯れることはありません。
不要になれば耕すことで簡単に自然の土に戻すことも可
能！校庭や遊具、プール、花壇まわりなど雑草が生えて
ほしくないところにお使いください。

http://www.takachiho-shirasu.co.jp/
便覧 136

校庭・園庭

フリークライミング

クライミングウォール

東商アソシエート（株）
祝！スポーツクライミング

クライミング事業部
〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-12-2 ASK ビル 6F
TEL:03-4321-0142 FAX:03-4321-0141

2020 年東京オリンピック正式種目採用決定

クライミングで、遊びながら体づくり

20年以上の経験と400件以上の施工実績を活かし、
筋力・バランス感覚・コミュニケーション能力など、
子どもの生きる力を育てるクライミングウォールを設計・施工します。

△埼玉県 星野学園

△千葉県 The Union Park

△東京都 青山学院初等部

△東京都 足立区ギャラクシティ

△東京都 足立区ギャラクシティ

△東京都 成蹊小学校

△東京都 慶應幼稚舎

△北海道 岩見沢子ども子育てセンター

△埼玉県 星野学園

△山梨県 山梨学院大学附属小学校

△兵庫県 企業新社屋

△岡山県 ノートルダム清心女子大学

http://www.climbing-tosho.com
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△茨城県 鉾田市総合公園体育館

運動場関連資材
スポーティングウォール

ASO-BOARD

スタッフナインハット（株）

〒 104-0061
東京都中央区銀座 3-14-16 第二ミズホビル 6F
☎ 03-5550-3800 FAX03-3541-6987
MAIL info@stuff9hat.co.jp

□ ASO-BOARD の理念
このスポーティングウォールは、
「遊の中に自由な発
想、創造性・独創性を育てる」を理念としており、地域
のスポーツ文化の基礎を創ると共に必ずや子供たちの知
育・徳育・体育の育成に役立つと確信しております。

１. 優れたコストパフォーマンス
２. 優れた耐久性、耐震性、耐食性
３. フレキシブルな発想がボードを進化させる
プレイアシストシステム（特許出願済）
４. 楽々メンテナンスフリー
５. オリジナルデザイン（オプション）
６. 自ら考える場を提供する生きた素材

大学設置例

東福岡高校

http://www.aso-board.com/
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グラウンド関連資材
コートライン

グラウンドマーカー ®

ヒサモト産業（株）

〒 157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-27-11
☎ 03-3308-8003 FAX03-3307-4563

（公財）日本体育施設協会特別会員 （一社）日本フィットネス産業協会賛助会員 （一社）日本スイミングクラブ協会賛助会員

石灰の事故を防ぐグラウンドマーカー
荷姿：各色４㎏（ビニール袋入り）×５色分の使いきりセット／ 20㎏紙袋入り
（財）東京都学校保健会推薦品

（財）東京都学

校保健会推薦品

製造物責任保険加入品
製造物責任保険加入品

▲グラウンドマーカー

20kg 紙袋入

（一財）東京都学校保健会推薦品

〈特

徴〉

１．かぶれや痛みをおこさない
２．地面に対し密着性に優れている
３．スムーズにラインが引ける
４．鮮明な色度を維持 “ 無機顔料使用 ”
５．長期保存が可能
（湿気を帯びてもかたまらない）
▲グラウンドマーカー

使い切りセット

〈カラーバリエーション〉
白、赤、青、黄、緑

〈概 要〉
学校のグラウンド等で利用されている白線材には、一般
的に消石灰が多く用いられていたが、人体に触れると粘膜
などのタンパク質を溶かしてしまう性質を持っている。雨
中のグラウンドなどで、白線上に倒れこんだり晴天時にも

専用ラインカー

体操着に石灰をつけたまま運動し続けると汗と反応して、
やけどをする、といった事故が起きた。
“ グラウンドマーカー ” はこうした背景から生まれた炭酸
カルシウムを素材とした白線材である。炭酸カルシウムを
素材にしたことで、これまで問題とされていたやけどを起
こすこともなく、かぶれや痛みなどの心配がなくなった。

※標準設計単価は、当社及び出版元へ資料請求。
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校庭・運動場関連資材
ステンレス遊具

ステンレス製 遊具

浅野金属工業（株）

〒 955-0803 新潟県三条市月岡 2866
☎ 0256-33-0101 FAX.0256-33-0096

サビの心配、
けがの心配が少ない
「安心遊具」
。
子どもたちの笑顔のために、ステンレスの
表情が優しくなりました。

↑●ステンレス製ブランコ
小型 4 連
←●吊り席ユニット
［グリップチェーン仕様 / 小型］

参考設計価格 ￥800,000

参考設計価格 ￥134,500

（概要）
ASANO の遊具は耐久性、耐候性抜群のステンレス製
だから丈夫で長持ち。サビによる手や服の汚れの心配も
ありません。各種金具はスマートかつコンパクトな形状
のステンレス鋳物。突起や指が入り込む隙間を無くし、
子どもが触れてもけがの心配が少ない安心・安全の設計
です。新設・入替共に、全国の学校、幼稚園、保育園、
公園で多数の設置実績があります。
（特徴）
●ステンレス製ブランコ
大型、中型、小型、それぞれ 2 連と 4 連があります。
グリップチェーンは指の挟み込みを防止する形状。座板
金具は突起が少ない [FJ-2 型 ] を採用。吊り席ユニット
●ステンレス製

販売が可能です。

山型うんてい

参考設計価格 ￥450,000

●ステンレス製うんてい
山型・小型の 2 タイプ。風雨雪に強いステンレス支
柱はサビにくく、ステンレス鋳物のジョイント継手金具
は突起を無くし、荷重がかかる部分を厚く、コーナー部
にリブを設け強度をアップしました。
●ステンレス製鉄棒
据え置き式、幼児用、4 連 2 段など幅広いラインナッ
プ。継手金具には突起が少ない凹ねじを採用し、シャフ
トを左右、下の 3 点でしっかり固定します。
●その他、ジャングルジム、安全柵、車止めをラインナッ

●ステンレス製 鉄棒
3 連中鉄棒

参考設計価格￥350,000

プしています。

http://www.asano-metal.co.jp
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