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簡単養生プラベニア

●片側が特殊罫線（キッチリ折れる溝）
あり、簡単に折れ曲がります。

●折れ曲がった反発力で壁にもたれます。
●壁にもたれるので、養生テープを貼る
時間、養生テープ使用量、最後の養生
テープゴミが大幅に減らせます。
●しっかりした３mm厚みのプラベニアを
使用。壁面用の簡易養生材です。

簡単に折れ曲げを下にして、壁にもたれかけます。
養生テープ使用量が少なく、のり残りの心配軽減。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長さ（折り曲げ時） 幅 厚み 梱
53969481 簡単養生プラベニア J5M4550 1800（1600）900 3 20 870

材 質 ポリプロピレン
カ ラ ー ナチュラル

（一般タイプの施工例）

プラベニア

●引越しや荷物の搬出搬入に最適。
●丈夫で耐久性が高い商品。

プラベニアの方向を利用して折り曲げ加
工して下さい。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長 幅 厚み 梱
53923712 J5M1485 1800 900 2.5 20 620
53923713 C5M1330 1800 900 3 20 670

材 質 ポリプロピレン
カ ラ ー ナチュラル

プラベニハードNS

●滑り止め加工で作業性UP。
●重量物の移動に最適。

プラベニハードNS同士の突き合わせた
部分は養生テープで固定して下さい。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格縦 横 厚み 小箱 梱
53923718 J5M3598 1800 900 2.5 5 5 5,500

材 質 ポリプロピレン＋PE/TPR

商品コード 呼称 サイズ 入数 標準価格長さ 幅 厚み 梱
53915133 プラベニソフト J5M1941 10m 900mm 1.5 1 21,000

材 質 EVA樹脂
カ ラ ー ブルー

プラベニソフト

●通路部などの床養生には、施工・撤
去が容易なソフトタイプ！

●EVAシート（酢酸ビニルモノマー樹
脂）。

●ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にや
さしく床材を冒さないEVAを使用。
●ロール状なので施工・撤去が容易。
●柔軟で強靭なので、通路・床の養生
に最適。
●ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処
理済み。

●表面は滑りにくいエンボス加工、カッ
トも簡単。

表面は滑りにくいエンボス加工、
カットも簡単。

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長さ 幅 厚み 梱
53915129 プラベニハード 2.5mm（J5M1833）1800 900 2.5 5 4,400
53915131 プラベニハード 3mm（J5M1834）1800 900 3 5 5,400

材 質 ポリプロピレン
カ ラ ー ブルー

プラベニハード

●エレベーターホールなど、重量物が
利用する床養生に最適！

●ポリプロピレン1.3倍発泡シート。
●環境にやさしいポリプロピレンを使用。
●耐久性・対衝撃性に優れている。
●水洗いできるのでリユース可能。
●ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処
理済み。

●表面は滑りにくいエンボス加工。

表面は滑りにくいエンボス加工。

プラベニソフトNS

商品コード 呼称 サイズ 入数 標準価格長さ（m） 幅（m） 厚み（ミリ） 小箱
53923719 J5M3698 1 1 1.6 5 3,400
53923720 J5M3699 10 1 1.6 1 33,000

●両面滑り止め加工で作業性UP。
●養生や荷滑り防止に最適。

プラベニソフトNS同士の突き合わせ部分
は養生テープで固定して下さい。

施工ワンポイント

材 質 EVA＋PE＋TPR
カ ラ ー グリーン
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吸着養生シート　クロス壁面用（屋内用）

施工前

施工前

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長さ 幅 厚み 梱
53937080Ｊ５Ｍ４３３５ 1800 900 3 10 8,100 
53969483Ｊ５Ｍ４６０６ 900 900 3 20 4,250 

●塩ビクロス壁専用、貼ってはがせるリユー
ス性の養生材。
●養生テープ無用、簡単に貼り付き施工時間
も短縮。

●のり残りの心配要りません。最後の養生テ
ープゴミが大幅に減らせます。

●凹凸面もしっかりなじんで貼り付きます。
壁面用の簡易養生材です。

張付け面のホコリを予め掃除してください。塩ビクロス壁
専用の為、その他の素材へのご使用はおさけ下さい。

施工ワンポイント

材 質 ポリエステル+アクリル発泡体
カ ラ ー グレー

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 定価厚 幅 長さ 梱
18069484 養生バリアーマン YBT-3 3 910 1820 20 900

材 質 3層構造品（ノンスリップフィルム
加工／ポリエチレン／ハード紙）

養生バリアーマン

●床・階段・廊下等の養生に最適です。
●表面にノンスリップ加工がしてあり
ますので滑りにくくなっています。
●ハード紙にフィルムをラミネート加
工してありますので破れたり裂けに
くく、防水性もあります。
●裏面にはポリエチレンを使用してい
ますので、砂や小石からフロア面を
守ります。

床の養生には養生テープを使用し、砂
等の侵入を防いで下さい。

施工ワンポイント

吸着養生シート 壁面用

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長 幅 厚み 小箱
53910805 J5M3521 1800 900 3 10 8,100

●養生テープ不要。
●作業効率UPと糊残りを防ぎます。
●吸着効果で壁に吸い付きます。

貼付け面のホコリを予め掃除してください。

施工ワンポイント

材 質 ポリエステル＋アクリル発泡体
カ ラ ー ベージュ

ミナダン養生シート

●耐圧性・耐衝撃性に優れているた
め、建築用保護・養生材などに適して
います。

●軽量なので、作業効率が大幅にアッ
プします。

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 入数 標準価格厚み（ミリ） 目付（g/㎡） サイズ（ミリ） 梱
31118135 MD25030YN ナチュラル 2.5 300 910×1820 20 650
31114928 MD30036YN ナチュラル 3 360 910×1820 20 780
31114929 MD30050YB ブルー 3 500 910×1820 10 1,100
31114930 MD40060YN ナチュラル 4 600 910×1820 10 1,300
31114931 MD50080YN ナチュラル 5 800 910×1820 10 1,700

材 質 樹脂-PP

カ ラ ー ナチュラル
ブルー

吸着養生シート階段・床用

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長 幅 厚み 小箱
53910806 J5M3520（2枚入） 3400 750 1.7 8 24,200

●養生テープ不要。
●作業効率UPと糊残りを防ぎます。
●吸着効果で床・階段に吸い付きます。

貼付け面のホコリを予め掃除してください。

施工ワンポイント

材 質 ポリエステル＋アクリル発泡体
カ ラ ー ベージュ

商品コード 呼称 サイズ 備考 入数 標準価格厚み（ミリ） 幅（ミリ） 巻長（m） 梱
31117943 EN＃120Y・B 約2 1000 30 青内巻 5 4,000
31114530 EN＃130トラ養生 約3 1000 50 黒/黄 外巻 1 34,000
31114531 EN＃150トラ養生 約5 1000 20 黒/黄 外巻 1 17,000

エサノン養生シート
材 質 樹脂-PE

カ ラ ー 養生：ブルー
トラ養生：黒／黄の柄

●緩衝性に優れ床及び、建築現場の養生や引
越時の保護材に使用できます。

●トラ柄タイプは危険表示と緩衝性を備え、広
範囲に使用可能です。
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商品コード 呼称 使用適応サイズ カット長
（ミリ）

入数 標準価格幅（ミリ） 寸 梱
31117947 K120 75～120 2.5～4 1700 25 850
31117948 K160 105～160 3.5～5.5 1700 25 900
31114939 K200 135～200 4.5～6.5 1700 20 1,200

材 質 樹脂-PE
カ ラ ー オレンジ

ミナキーパー（ダイオキシン抑制剤入）
●ポリエチレンを原料として異形状に成形さ
れたマルチ保護カバーです。

●焼却時には、他のゴミから出るダイオキシ
ンを抑制します。

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格厚さ 幅 長さ 小箱
88726250 KPR-305-S ロール 3 910 20m 1巻 45,000
88726251 KPR-305-W ロール 3 1820 20m 1巻 90,000
88726253 YM-2 カットタイプ 3 910 910 12枚 2,250
88726252 YM-1 カットタイプ 3 910 1800 12枚 4,500

養生吸着ぴたマット
材 質 表面：ポリエステル１００％

裏面：アクリル１００％
カ ラ ー グレー

●裏面吸着で両面テープ不要。
●衝撃吸収、フリーカット。
●繰り返し使えるエコシート。
●ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など幅広い用途で使えます。

裏面のフイルムを剥がして使用してください。

施工ワンポイント

ショックレスカバー
材 質 ポリエチレン

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格幅 長さ 小箱
53923716 SK-120 75～120 1700 40 700
53923578 SK-200 90～200 1700 40 850
53924043 SK-260 110～260 1700 30 1,800

●柱、サッシなどの保護に最適。
●幅広いサイズに対応。
●フィットしやすい形状です。

暖段（ダンダン）階段用養生材

廻り階段用は寸法調整が可能です。

施工ワンポイント

材 質 PP３層ソリッド+発泡シート貼合
カ ラ ー ブルー

商品コード 呼称 セット内容 サイズ（ミリ） 入数 定価幅 奥行 梱
18069485 暖段　直階段用軽量版 H1-7320 直階段用　14段 直730 200 1セット 25,000 
18069486 暖段　右廻り階段用 H2-7320R 直階段用8段 30°廻り階段用6段 直730 200 1セット 30,000 
18069487 暖段　左廻り階段用 H3-7320L 直階段用8段 30°廻り階段用6段 直730 200 1セット 30,000 

●簡単に洗浄ができ、繰り返しご利用できる。
●新築の住宅や引越し時の階段の養生に最
適です。

●裏面が発泡構造となり、階段をキズから守
ります。
●軽くて作業性が簡単、短時間での養生が
可能。

商品コード 呼称 長さ 使用可能
範囲

入数 定価梱
18069488 柱養生ショックマンSY-35B 1700mm 3～5寸 40 900

柱養生ショックマン
材 質 発泡ポリエチレン
カ ラ ー ブルー

●カッターナイフ等でのカットも簡単
にできます。
●約3～5寸程度まで使用可能です。

外れやすい所に使用する場合は
養生テープをお使い下さい。

施工ワンポイント
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商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 巻長・
カット長

入数 標準価格適用目地幅 直径 梱
31114224 MM・＃6 4～5 6 250m巻 1 2,700
31114225 MM・＃8 5～7 8 200m巻 1 3,000
31114226 MM・＃10 7～8 10 250m巻 1 3,600
31114227 MM・＃13 9～11 13 150m巻 1 3,700
31114228 MM・＃15 10～13 15 100m巻 1 3,400
31114229 MM・＃18 12～15 18 80m巻 1 3,900
31114230 MM・＃20 13～17 20 60m巻 1 3,500

材 質 樹脂-PE
カ ラ ー 白

ミナフォームマルマル

●ロッド（丸棒）状に成形された高発泡
体。

●土木建材用目地材やガラスなどの
弾性シーラントバックアップ材など
用途は多岐。

●#6、#8、#10、#13は、グレー色も
あります。

商品コード 呼称 サイズ 巻数
（m）

入数 標準価格厚み（μ） 幅（ミリ） 梱
31117993 A種品シングルタイプ 100 2100 50 2 9,500
31117944 A種品ダブルタイプ 100 1200/2400 50 2 11,000
31117994 A種品ダブルタイプ 100 1350/2700 50 2 12,500
31114945 B種品シングルタイプ 200 2100 50 1 19,000
31114946 B種品ダブルタイプ 200 1200/2400 50 1 22,000
31114947 B種品ダブルタイプ 200 1350/2700 50 1 25,000

ハウスバリアシート
材 質 樹脂-PE

●低エネルギー、低コストで高水準な気密性と、
断熱材内部の結露を防止する2つの目的か
ら、優れた防湿性、耐久性を考えた商品です。

商品コード 呼称 サイズ 印刷色 入数 標準価格幅（ミリ） 長（m） 梱
31114940 HC-50S 1000 50 アオ 2 10,500
31117945 HC-50H 1000 50 コゲチャ 2 10,700

ハウスコート
材 質 ポリエステル製不織布
カ ラ ー 青・コゲ茶

●ポリエステル製不織布が基材で（透湿・防
水）丈夫かつ軽量の為、施工作業もスムー
ズに行えます。
●別注で社名印刷も可能です。

商品コード 呼称 サイズ 入数 標準価格幅（ミリ） 長さ（m） 梱
19858669 トラテープⅡ型 45 10 100 420
19859212 トラテープⅡ型 90 10 50 780
19859211 トラテープⅢ型 45 10 108 780
19859213 トラテープⅢ型 90 10 54 1,560

危険表示用トラテープ
材 質 塩化ビニール
カ ラ ー 黄・黒

●巻くだけ簡単。
●鮮やかな黄色と黒のストライプ。
●工事現場や各種施設での危険表示に。
●危険場所への立入禁止表示に。

トラテープⅡ型 トラテープⅢ型

商品コード 呼称 サイズ（ミリ） 入数 標準価格長さ 幅 厚み 高さ 梱
53969489Ｊ５Ｍ４５３１　ジャバラマットＳ 900 600 9 － 10 11,100 
53969490Ｊ５Ｍ４５３２　ジャバラマットＬ 1800 1200 9 － 5 40,400 
53969491Ｊ５Ｍ４５３３　ジャバラマットスリムＳ 900 600 5 － 10 11,900 
53969492Ｊ５Ｍ４５３４　ジャバラマットスリムＬ 1800 1200 5 － 5 46,000
53969493Ｊ５Ｍ４５３５　Ｌ字型　大（トラ柄） 900 55 18 48 10 5,000

吸着安心クッション®（屋内用）
材 質 ＥＶＡ樹脂 +アクリル樹脂　

（Ｌ字型：ＮＢＲ発泡ゴム+アクリル樹脂）

カ ラ ー イエロー

●弾力性あり衝撃を吸収！
●裏面は吸着機能で貼ってはがせるリユース可能。
●のり残りの心配要りません。  
●はさみ等でカット出来ます。

●裏面は粘着ではありません、
　吸着なのでくり返し使えます。

張付け面のホコリを予め掃除し
てください。吸着面が汚れました
ら濡れタオル等で拭いて下さい。

施工ワンポイント

ジャバラマットスリム ジャバラマット

Ｌ字型　大　（トラ柄）

ジャバラマット Ｌ字型　大　（トラ柄）




