
Ｓｐａｃｅ Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｔａｔｉｏｎ システム会社名  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp 
 

連結式ゴンドラ 

    

安全対策 環境対応 強風対策 視認性 美観対応 

上部フロアー 

下部フロアー 

高層マンションの大規模修繕工事に 
           最適なゴンドラシステム足場 
【構成】 
  建物外周に連結式ゴンドラを連続して設置します。 
  ゴンドラ間は、障害物がなく自由に往来できるため建物工事階全周についての 
  長い回廊状の固定足場ができます。 
【盛替】 
  建物最上階より、建物２フロアー分の工事完了ごとに連結ゴンドラを連結させた 
  まま次のフロアーへ降下させ、最下部まできたら工事完了です。 
【安全】 
  建物外周に固定した揺れない足場が高品質な作業を実現します。 
  また、飛散落下防止が完璧で、高所作業の不安を大幅に軽減します。 

屋上吊元装置 

日綜産業㈱ 

http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/


ゴンドラ足場会社名  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp 
  

日綜産業㈱ 

ゴンドラ 

安全対策 環境対応 視認性 省エネ 美観対応 

多様な現場に最適な対応ができるよう、多くの機種を用意しています。 

ゴ ン ド ラ の 種 類 

◆デッキ型ゴンドラ 

型 式 長 さ 形 状 

ＦＧＷ７０ 7000 中吊り 

ＦＧＷ５５ 5500 中吊り 

ＦＧＷ３６ 3600 中吊り 

ＦＧ３６ 3600 外吊り 

ＦＧ２４ 2400 外吊り 

ＦＧ１８ 1800 外吊り 

ＦＧ１２ 1200 外吊り 

◆チェア型ゴンドラ 

デッキ型ゴンドラ 

チェア型ゴンドラ 

跨座式突梁 

L

パラペット自在フック 

L Max600

移動台車 

パラペットをつかめない、あるいはパラペットに
荷重を掛けられない場合に最適です。 

パラペットを挟み込んで固定
する方式で、最もベーシック
な吊り方です。 

建物に設置した突梁を介して、
ゴンドラを吊る方式です。 
構造体の強度確認が重要です。 

型 式 アーム長さＬ 

Ａ４０ ４００ｍｍ 

Ａ６０ ６００ｍｍ 

Ａ９０ ９００ｍｍ 

Ａ１１０ １１００ｍｍ 

自在フックの種類 

型 式 アーム長さＬ 

Ｓ４０ ４００ｍｍ 

Ｓ６０ ６００ｍｍ 

Ｓ９０ ９００ｍｍ 

突梁の種類 

http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/


セフト パラペッター  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp  日綜産業㈱ 

枠組み足場用 アルミ製 幅木付 先行手すり枠 

ＮＥＴＩＳ登録番号ＣＢ-100024-V 

安全対策 簡単 美観対応 

アルミ製 幅木付き先行手すり枠 

ＳＳａａｆｆｔｔ
セ フ ト

  ＰＰａａｒｒａａｐｐｅｅｔｔｏｏｒｒ
パ ラ ペ ッ タ ー

((仮仮設設工工業業会会  認認定定品品))  

国国交交省省新新技技術術情情報報シシスステテムム（（ＮＮＥＥＴＴＩＩＳＳ））登登録録番番号号：：ＣＣＢＢ--110000002244--ＡＡ 

  Saft
セ フ ト

 Parapetor
パ ラ ペ ッ タ ー

の紹介  

 当社は一層の安全・安心文化の推進と定着を目的とし、改正安衛則に適合した手すり

先行工法の新型安全装備「Saft Parapetor（ｾﾌﾄ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾀｰ）」という製品を開発

しました。 

当製品は、現場からの声を重視した 先行手すり・二段手すり・つま先板・交差筋かいの全ての

機能を備えた枠組足場用のアルミ製 幅木付き先行手すり枠です。 

 

主 な 特 徴 

・ 折り畳み式の幅木（つま先板） 兼 すきま塞ぎ板付き。 

・ 安全帯取付け機能として“パスポーター”と云う、 

スパン間を自由に往来出来る機能が備わっている。 



セフト バンパー  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp  日綜産業㈱ 

枠組み足場用ワンタッチ式L型幅木 

安全対策 簡単 美観対応 

ワンタッチ式 L型幅木  

ＳＳａａｆｆｔｔ
セ フ ト

  ＢＢｕｕｍｍｐｐｏｏｒｒ
バ ン パ ー

  ((仮仮設設工工業業会会  認認定定品品))  

開発の背景 

当社ではこれまで手すり先行工法 働きやすい安心感のある足場の実現を目指し、Ｆ－１先付け手

すりユニットとして先行手すり・二段手すり・幅木（つま先板）のセットでの装備を普及促進してま

いりました。今までの幅木（つま先板）の取付方法は、先行手すりの支柱に付いている固定金具に装

着したり、若しくは別に固定金具をハンマーで装着してからセットする方法でした。 

新型幅木（つま先板）セフトバンパーは、横架材取付型で工具を使用せず、ワンタッチで取付可能

です。 

 

主 な 特 徴 

・ 工具を使用せず、ワンタッチで取り付け・取り外しが可能。 

・ 幅木（つま先板）はＬ字型になっており、脚柱と布板のすき間を塞ぎます。 

・ 改正安衛規則および部長通達・ガイドラインに対応。 

・ 建わく横架材と踏板のすき間にも取り付けが可能。 

・ 左右の金具が外側に折り畳めるため、本体の重ね格納が出来ます。 

 

  



ネットイン工法会社名  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp 
  

日綜産業㈱ 

ゴンドラ作業中の安全性を高める 

飛散落下防止を確実に 

安全対策 環境対応 視認性 省エネ 美観対応 

外壁作業面全体を覆った養生ネットのなか（ＩＮ）で、安心のゴンドラ作業 

リニューアル工事は、居住者の日常生活あるいは、日常業務に負担をかけることなく安全・安心

のもと作業をおこなわなければなりません。 

ネットイン工法は、飛散落下防止対策のために外壁作業面全体を養生ネットで覆い、その中で 

ゴンドラ作業を行う工法です。 

◆飛散・落下防止対策を確実にします。 
  壁面全体を養生ネットで覆うので飛散公害を防止できます。 
  ゴンドラで作業している箇所の下に人や車の通行がある 
  場合の養生対策ができます。 

 
◆１階回りの通行や営業をさまたげません。 
  養生台方式、またはブラケット方式にすると１階回りに 
  架設機材を設置しないため 
   ・店舗なので、外の景色を塞がれたくない。 
   ・外からの見栄えを悪くしたくない。 
   ・ショールームゆえ塞がれては困る。 
   ・人や車の出入口がある。 
  等の問題をクリアできます。 

 
◆地上回りの諸条件に対応できます。 

    ・地上から足場を建てるスペースがない。 

   ・道路使用許可等、制限が厳しい。 
  等の条件に対応できます。 

http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/


モノレール式ゴンドラ会社名  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp 
  

日綜産業㈱ 

横方向にも動けるゴンドラ 

作業効率を大幅に向上 

安全対策 環境対応 視認性 省エネ 美観対応 

建物にレールを設置し、上下左右自在に移動できるようにしたゴンドラです 

◆ゴンドラの盛替作業不要 
  ゴンドラの移動は押ボタンスイッチで簡単に行えます。 
  ゴンドラの盛替（横移動）に熟練を必要としません。 
 

◆作業効率ＵＰ 
  ゴンドラが容易に横移動できるのでシール作業、塗装 
  作業等、異なる職種の工事がフレキシブルに行えます。 
 

◆横行装置仕様 
  横行方式 ギヤードモータ走行方式 
  横行装置 ０．０９ｋｗ×１台 
  横行速度 ４．０ｍ/４．８ｍ/ｍｍ（５０/６０Ｈｚ） 
  電   源 三相 ２００/２２０Ｖ（５０/６０Ｈｚ） 

http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/


ワークプラットホーム会社名  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp 
  

移動式昇降装置 

安全対策 環境対応 視認性 省エネ 美観対応 

■風による影響が少なく、足場  
 作業の恐怖感がありません。  
■揺れが少ないから、作業品質の  
 向上が図れます。  
■足場作業の革新的な機械化に  
 より、作業者の疲労感が激減  

 します。  

■眺望や日照の確保。 
■足場からの侵入者対策に効  
 果があり、居住者の不安を  
 解消。  
■工事による不快感からの早  
 期開放。 

■『新しい居住者サービス』の発想  
 から快適、高品質工事を実現。  
■トータルコストの削減。  

MS 2450 

 

■眺望や日照など生活環境の継続維持 

 ■侵入者などの防犯対策にも効果 

  ■セルフクライミング方式による組立・解体 

   ■従来の足場と比べ約半分の時間で組立・解体が可能 

    ■風の影響を受けにくい 

     ■様々な形の作業床をアレンジ 

日綜産業㈱ 

http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/


折り畳み式屋上仮設手摺 

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp  日綜産業㈱ 

安全対策 簡単 美観対応 

折り畳み式屋上仮設手摺

特徴 ①支柱の盛替えは、締め付け部を緩めてｽﾗｲﾄﾞさせるだけ！
②手摺高さ、幅が調整可能なので取付場所を選ばない！
③軽量かつｺﾝﾊﾟｸﾄなので搬入出が容易！
④ｽﾀｲﾘｯｼｭなので景観を損なわない！



揚重機システム会社名  

仮 設 材 

http://www.nisso-sangyo.co.jp 
  

日綜産業㈱ 

無足場で外装施工が可能 

  ～“ﾊﾟﾈﾙ揚重機ｼｽﾃﾑとは”？～ 
＊レンタル品の吊元アームを使って、『デッキ型ゴンドラと揚重機（複合体）を併用し外装材の揚重から取付、そして仕上げ工事までを 

一貫して行うシステムです。』外装材を取り付ける際のタワークレーンや重機等を使用しない為、鉄骨建方と外装材の取付及び仕上工事までを同時施工で進

行し、これまでの外装材の取付用重機の稼働低減または取付作業のｺｽﾄ低減と外装工期の短縮を目的としたシステムです。 

安全対策 環境対応 視認性 省エネ 美観対応 

 
ポイント１：外壁材を取り付ける為の仮設設  
      備です。  
ポイント２：デッキ型ゴンドラと揚重機の同 
      時作業が可能です。  
ポイント３：デッキ型ゴンドラ同様揚重機は 
      同時横行操作が可能です。  
ポイント４：揚重機操作は無線仕様となりま 
      す。最大80ｍ仕様  
ポイント５：最大吊下荷重は１ｔまで可能で 
      す。  
ポイント６：クレーン付ゴンドラとして製造 
      許可取得済みです。  
ポイント７：資格…500㎏未満のクレーンの運 
      転には設置届・設置報告書の提 
      出はありません。  
ポイント８：500㎏以上1ｔ以下のクレーンの 
      場合、資格クレーン運転の業務 
      にかかわる特別教育・設置報告 
      書 監督署への提出が必要にな 
      ります。 

三 田 会 館

ACW建起し状況 揚重機設置断面 垂直揚重立面 
ＡＣＷ移動形式 

①ＡＣＷ建起し ②ＡＣＷ垂直揚重 ③ＡＣＷ水平移動 ④ＡＣＷｺｰﾅｰ部旋回 ⑤完 了 

ペンダントスイッチ 

外装ﾕﾆｯﾄ 

ﾕﾆｯﾄ揚重機 

ﾕﾆｯﾄ横行取付揚重機  

ゴンドラ本体 

電動ホイスト490ｋｇ 

吊治具 

ﾕﾆｯﾄ本体 

平面図 

立面図 

平面詳細図 

水平移動用ﾚｰﾙ設置階10Ｆ 

水平移動用ﾚｰﾙ設置階20Ｆ 

外装施工
範囲① 

外装施工
範囲② 

http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/
http://www.nisso-sangyo.co.jp/


アドフラット 

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

フラットタイプの仮囲い 

工事現場と環境との美しい調和を実現します。 

安全対策 美観対応 不燃性 





サイクルキャスターゲート  

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

目隠しパネルを装着したゲート 

スリムで軽量なアルミ製鋼材を使用し、広い有効開口巾を実現しました 

安全対策 



サイクルクロスゲート  

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

スリムで軽量なアルミ製クロスゲート 

耐久性、操作性、美観に優れた高機能タイプ 

安全対策 



パネルハウス（Ｋ型）名

仮 設 材

自由な拡張性と大きさ自由自在のハウス

パネル・建具の差し替えで間取りが簡単レイアウトできます。

日本セイフティー㈱ http://www.nihonsafety.com

簡単 耐候性 品質安定 美観対応



パラペットポスト

仮 設 材

屋上やバルコニーの仮設手すり

外周足場なしで屋上作業時の落下防止に最適です。

日本セイフティー㈱ http://www.nihonsafety.com

安全対策 簡単 省工程 品質安定 不燃性



快適トイレ

仮 設 材

男女ともに快適に使用できる仮設トイレ

簡易水洗式トイレです。

日本セイフティー㈱ http://www.nihonsafety.com

環境対応 省電力 美観対応 低臭気型 高強度



採光防音シート  

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

高強力・広幅の採光軟質遮音材 

防音効果を発揮しながら現場内に光を取り入れます。 

防音対応 採光通風 安全対策 



足場部材荷揚げ用商材名

仮 設 材

安心と安全で作業効率をアップします。

単管パイプ、くさび足場、次世代足場、門型足場取付可能。

日本セイフティー㈱ http://www.nihonsafety.com

安全対策 簡単 省工程 低騒音



透過メッシュシート2類  

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

透過メッシュシート（黒） 

従来品に比べ、目合いが大きく、透過性に優れた防炎メッシュシートです。 

  採光通風 視認性 防犯対応 安全対策 



白メッシュシート2類 

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

現場内に自然光を取込みやすい 

樹脂加工を施しているので、強度、耐久性、防炎性があります。 

採光通風 安全対策 



防音アドフラット  

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

工事現場の騒音漏れを緩和する仮囲い 

アドフラットの特長をそのままに遮音効果を更に高めます。 

安全対策 防音対応 



防音シート  

仮 設 材 

http://www.nihonsafety.com 日本セイフティー㈱ 

一般騒音に対し高い遮音性を持つ、抜群の耐久シート 

通常の建築シートと同様の取付け、取外し方法なので作業が簡単 

防音対応 安全対策 



システム別設置例名  

仮 設 材 

http://www.bisoh.co.jp  日本ビソー㈱ 

工事の規模や内容に合わせた最適なシステム商品をお選びいただけます 

採光通風 防犯対応 

●ゴンドラシステム（突りょう・自在フック） ● ＳＳＰシステム

●ＷＥＮＳシステム（自在フック式） ●台車システム

適応部位：外壁



レンタルゴンドラ ラインナップ名  

仮 設 材 

http://www.bisoh.co.jp  日本ビソー㈱ 

建物の高さや工事内容に応じて最適なシステムが選べます 

建物の高さ・工事の内容や規模に合わせて、豊富な製品のラインナップをご用意。皆様の多様なニーズにお応えします。 

環境対応 省電力 低騒音 

超高層 外壁修繕工事

中・高層 外壁修繕工事

調査・部分補修工事

低層

中層

高層

超高層
（60ｍ）

チェア

コンパクトタイプ

折りたたみ

標準デッキ型

標準デッキ型
ハネ出し吊りタイプ

ロングスパンゴンドラ（12ｍ）

超高層対応
標準デッキ型

適応部位：外壁



一人乗り用・コンパクトタイプゴンドラ名  

仮 設 材 

http://www.bisoh.co.jp  日本ビソー㈱ 

狭い場所での作業に効果を発揮！ 

環境対応 省電力 低騒音 

●支店によっては常備されていない場合もありますので、機種選定については事前にご相談ください。

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ワイヤロープ径

動力源

原動機 

停電時運転

漏電遮断

その他

定格感度電流30mA / 作動時間0.1秒

サービスコンセント：単相100V電源の

場合のみ使用可能

型式
奥行
幅

高さ
自重

積載荷重

昇降速度
昇降機

7.0 ｍ / 分（50Hz）、8.5ｍ / 分（60Hz）

BISOMAC206
6mm

単相 100Ｖ / 3相 200Ｖ

0.4ｋＷ ｘ 1

手動開放レバーによる下降

BIA

537mm
494mm
1418mm

39kg

100kg

型式

外形寸法

昇降揚程
積載荷重

本体重量
動力源 単相100Ｖ/200Ｖ兼用

BISOMAC206×2
0.4ｋＷ×2

6ｍ/分（50Hz）、7.2ｍ/分（60Hz）

その他
100Ｖサービスコンセント
（200Ｖでは使用不可）

昇降機
原動機 

昇降速度

ＦＩＧ-１２０Ａ
150ｍ
240kg

長さ1280mm×幅512mm×高さ1248mm
昇降機を外して折りたたんだ場合の高さ：580mm

75kg （昇降機を外した場合は約41ｋｇ）

KID-100A
長さ

動力源

原動機 

吊り芯
幅

高さ
自重

積載荷重

昇降速度

漏電遮断

その他

昇降機

型式

BISOMAC206
6mm

単相 100Ｖ / 3相 200Ｖ

200kg

ワイヤロープ径

停電時運転

サービスコンセント：単相 100V 15A ｘ 1

手動開放レバーによる下降

定格感度電流30mA / 作動時間0.1秒

1301mm
1229mm
716mm
1428mm
165kg

0.4ｋＷ ｘ 2

7.0ｍ / 分（50Hz）、8.5ｍ / 分（60Hz）

ビソーゴンドラチェアタイプが、パワーアップして新登場！
新型ワインダーBISOMAC206を搭載し、低層から高層まで安定した性能を発揮します。

長さ1ｍのコンパクトなゴンドラ
狭い場所での作業に有効です。

業界初！レンタル用折りたたみ式ゴンドラ
バンタイプ乗用車でも持ち運び可能。
ビル・マンションの外壁調査・診断工事に最適です。

適応部位：外壁

適応部位：外壁

適応部位：外壁

チェアタイプゴンドラ

コンパクトタイプゴンドラ 折りたたみ式ゴンドラ



集合住宅外壁改修工事用ＳＳＰシステム社名  

仮 設 材 

http://www.bisoh.co.jp  日本ビソー㈱ 

ＳＳＰシステムは暮らしにやさしい工事のカタチです 

透光率の高い養生ネット、1階まわりを保護する架台で、工事中でも普段の生活そのまま。 

環境対応 採光通風 防犯対応 

point 1

ＳＳＰネットの透光
率は80％以上。
光と風・眺望を
遮りません。

居住者の皆さまにおすすめしたい理由

施工会社さまにおすすめしたい理由

point 2 point 3

point 4

point 5

室内が暗くならない！ 洗濯物が干せる！ １階は普段のまま！

工事中でも安心！

設置・解体が早い！

作業の影響を受け
ない日は、ベランダで
洗濯物を干せます。

屋上から吊り下げる
タイプの足場のため、
玄関・駐車場の通行
を妨げません。

上からワイヤで吊られた
ＳＳＰシステムなら足場を
伝っての盗難やのぞきの
心配も軽減。

部材が少なく、足場設置期間
が従来工法の1/3以下。全体
工期の短縮にも効果的。

作業範囲をネットと
専用架台で覆うため、
はつりかすや塗料の
飛散・落下防止が可能。
安心して工事できます。

飛散・落下防止に
効果を発揮！

ボタンひとつでネット昇降。
ネット電動昇降装置（NES)
※オプション

工事期間中に居住者様の生活環境を
より改善。また、荒天時でも素早く
ネットが降ろせ、安全面でも威力を
発揮。塗替工事等の際はネットを
降ろし、仕上がり状態を確認できます。

適応部位：外壁



集合住宅外壁改修工事用ゴンドラ足場システム社名  

仮 設 材 

http://www.bisoh.co.jp  日本ビソー㈱ 

工事中でも居住環境を快適に！ 

ネットや足場で常時建物を覆わずに工事が可能。住んでいる人のことを一番に考えたゴンドラ足場システムです。 

環境対応 採光通風 防犯対応 

快 適 安 心 経済性

●建物全体でなくゴンドラ自体
をネットで覆うため、日照や
風通し、眺望を遮らず
室内が暗くなりません。

●工事がない日はベランダで
洗濯物が干せます。

●屋上から吊り下げるタイプの
足場のため、外部からの侵入、
足場を伝っての盗難・のぞきに
対しての不安を軽減。

●作業員の往来が制限でき、
気配を気にせず済みます。

●部材が少なく足場設置期間が
従来工法の１/3以下。
全体工期の短縮にも効果的。

●従来工法と変わらない費用で
設置可能。
※設置方法については一部条件あり

居住者の皆さまにおすすめしたい理由

●作業箇所にベスト
ポジションでゴンドラを
停止させることが可能。
作業性・仕上がり
品質も向上します。

●材料や工具を電動ゴンドラに載せて
移動可能なため、運搬時間を短縮。
工期短縮・コスト削減にも効果的です。

●連続吊りにより、盛り替えなど
横移動のロスタイムがなくなります。

施工会社さまにおすすめしたい理由

適応部位：外壁



超高層外壁修繕工事用ゴンドラ足場システム名  

仮 設 材 

http://www.bisoh.co.jp  日本ビソー㈱ 

超高層でも、安全・快適 

建物環境や工事内容にあわせて様々なタイプから選べるゴンドラ足場、超高層マンションの改修工事にお勧めです。 

ＳＳＰシステムによる施工事例 連結式ゴンドラによる施工事例
塗装工事等、広い面積の養生が必要な場合に多く採用されている
システム。施工面全体をネットで覆い、その内側をゴンドラで
作業します。施工範囲を分けることにより、居住者の方への工事
期間中の負担を軽減させることもできます。
また、オプションのネット電動昇降装置により、休日や作業休止日
にはネットを降ろすことも可能です。

モジュール型ゴンドラを上下左右に連結し、広い足場面積を確保
するシステムです。上下には最大３段（３フロア）まで連結が可能。
左右にも連結することで建物を囲むように設置ができ、作業フロア
内を自由に移動することができます。
専用ネットによる養生は、側面や天井面を含め全面に施工
可能。工事を行わないフロアは普段通りに生活できます。

適応部位：外壁

施工面に仮設のガイドレールを設置し、ガイドローラーを備えたゴンドラを連結する振れ止めシステム。
ガイドレールに沿ってスムーズな昇降が可能。ゴンドラ内の作業も、揺れの少ない安定した状態で行うことができます。

仮設ガイドレールシステム
ゴンドラ昇降時や作業時の揺れを大幅に低減

ネットによる養生は側面や天井面を含め全面で
可能。壁面とゴンドラの間にはフロントフラップ
（前受け養生）が装着され、工具や材料の飛散
落下を防げます。

ガイドレール固定方法

●ベランダ部に金具を挟む
フック式による固定

●壁面へのアンカー打ち込みに
よる固定

枠組足場併用例

環境対応 採光通風 省電力 低騒音 強風対策 







ストレッチポールA                             リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

仮設工業会認定品 

上段の親綱を先行して緊張することができます。 
アルミ製で親綱支柱の盛替え作業が容易に行えます。 
安全帯フックを掛けたまま最大７スパンの組立て・解体作業が行えます。 

販売可 

安全対策 簡単 

取付手順説明 

①親綱のセット ②支柱の固定 

③親綱の緊張 ④作業開始 

     注意事項 
 
◎ ３．４ｍ以上の３層目枠組組立てから使用して下さい。 
      取付間隔は、最大１０ｍ以内として下さい。 
◎ 作業者は、墜落防止のため、１人１セットで使用 
    して下さい。 
◎ わく組足場の脚柱、補剛材に確実にセットして下さい。 
◎ 控え網を支柱の取付位置より外側１スパン目に 
   必ず取付けて下さい。 
◎ 支柱より直接控え網を取らないようにして下さい。 
◎ コーナーに使用する支柱には水平、垂直、 
       ２方向の支柱用親綱を同時に取付けないで下さい。 



ストロングメッシュ ２類・灰／白            リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

強い・軽い 環境にやさしい 

耐候性があるため修理・不良の発生を抑えます。 
塩ビメッシュに比べ約15％軽量。作業効率UPが期待できます。 
焼却処分時において塩素化ダイオキシンの発生がありません。 

販売可 

サイズ（㎜） 重量（㎏） 紐の使用目安（本） 

1820x5110 1.4 30 

1520x5110 1.2 30 

1210x5110 1.0 30 

 910x5110 0.9 30 

 610x5110 0.7 30 

規格寸法 

生地 

安全対策 採光通風 高強度 耐候性 環境対応 

材質 基布：ポリエステル 
    樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC） 

材質 ポリプロピレン 

性能規格 

初期強度 
（N/3㎝）    

400H    800H     1200H    

638 539 491 466 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。 
※４００Ｈを1年と評価しています。  

【従来品】 #2054 【ストロングメッシュ】 

性能規格 

材質 
重量 引裂強度（N） 引張強度（N/3㎝） 伸び（%） 

充実率 
（ｇ/㎡） タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 116 230 280 570 640 15 18 0.82 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。  ※新品時のデータです。                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                  201304 



マジックメッシュ ２類・灰                 リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

隙間なく養生 紐の結び手間軽減 

マジックテープでシートを重ねることにより、従来品よりも隙間なく綺麗に養生することができます。 
結束数が激減するので張り手間を抑え、作業効率が向上します。 

2類灰メッシュ サイズ（ｍ） 

1.8x5.1 

1.5x5.1 

1.2x5.1 

0.9x5.1 

0.6x5.1 

規格寸法 

性能規格 

材質 
重量 密度（本/2.54㎝） 引張強度（N/3㎝） 伸び（%） 

充実率 
（ｇ/㎡） タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 130 26 28 509 509 30 36 0.71 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。  ※新品時のデータです。                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                  201304 

材質 基布：ポリエステル 樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC） 

安全対策 採光通風 

取付手順説明 

簡単 

①クランプを足場に固定し、 
     足場内から見て、 
     マジックメッシュの 
     右側からクランプへ取付る 

②左側をクランプへ取付 ③次のシートの右側を 
   重ねてクランプへ取付 

④左側をクランプへ取付 ⑤左右のシートを 
   固定するため、 
     帯をマジックテープ 
   で止める 

原則として足場内から見て右から左へシートを張ってください 

生地 

＃2054 



ライトクリアメッシュ                     販売 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

透光性、透視性に優れ“軽量化”で作業効率がUP 

日中の太陽光を遮りません。外部からよく見える為、防犯対策の一環にも役立ちます。 
従来品に比べ、５０％以下の重さになりました。 
ノンハロゲン製品です。リサイクルや焼却処分時にダイオキシン類が発生しません。 
消防法に定める防炎物品として合格しています。 

性能規格 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。  ※新品時のデータです。                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

安全対策 採光通風 防犯対応 環境対応 

サイズ（ｍ） 

1.82x5.1 

1.51x5.1 

1.21x5.1 

0.91x5.1 

0.61x5.1 

1.82x10.2 

1.51x10.2 

1.21x10.2 

0.91x10.2 

0.61x10.2 

内側から 

規格寸法 

材質 
重量 引張強度（N/3㎝） 伸び（%） 引裂強度（N） 

充実率 
（ｇ/㎡） タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ 

ポリプロピレン 50 290 170 12 23 120 140 0.70 

防炎認定 



ラッセルネット（水平養生ネット） 青         リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

落下防止 層間養生 

１５㎜目合いのネットで、小物の落下物を受け止める工事の安全対策用商品です。 
ポリエステル繊維の使用で、寸法の縮みが少なく、摩耗や耐候性に優れ、安全な作業環境作りに 
適しています。 

販売可 

安全対策 簡単 

関連商品 

規格寸法 

ネットブラケット 
リース・販売 

ネット用クランプ 
リース・販売 

サイズ（㎜） 重量（㎏） 
紐の使用目安

（本） 

0.5x6 2.4 10 

1x6 3.3 10 

2x6 5.0 16 

3x6 6.7 18 

4x7 10.4 22 

5x5 9.1 20 

 5x10 17.3 30 

6x6 12.5 24 

7x7  18.0 28 

 7x10 25.0 34 

8x8 21.7 32 



開閉くん ２類・黒                    リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

開閉可能・嫌悪感解消 

レールを上下に設置したカーテン式のため開閉が可能です。 
マンションバルコニー面の開閉や強風時の養生等に最適です。 
上下がレール式のためジョイント作業を軽減できます。 

販売可 

2類黒メッシュ サイズ（ｍ） 

3Kx2K （5.4x3.4） 

3Kx3K （5.4x5.1） 

4Kx2K （7.3x3.4） 

4Kx3K （7.3x5.1） 

規格寸法 

生地 

材質 基布：ポリエステル 樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC） 

＃2054 

安全対策 採光通風 強風対策 

付属部材 

レール・ランナー ジョイント クランプ付ブラケット 

ストッパー 開閉用マジックテープ 
性能規格 

材質 
重量 密度（本/2.54㎝） 引張強度（N/3㎝） 伸び（%） 

充実率 
（ｇ/㎡） タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 130 26 28 509 509 30 36 0.71 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。  ※新品時のデータです。                                



建築工事用シート 防炎１類              リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

防炎認定 

産業ポリエステル基布に特別設計の良質塩化ビニル樹脂をコーティングし防炎加工をしたシートです。 
建築基準法、消防認定の防火物品防災テストに合格した認定商品です。 
耐候性、防炎性、防水性に優れています。 
 

販売可 

サイズ（㎜） 重量（㎏） 紐の使用目安（本） 

1810x5110 4.8 30 

1510x5110 4.0 30 

1210x5110 3.2 30 

 910x5110 2.4 30 

 610x5110 1.6 30 

規格寸法 

性能規格 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。  ※新品時のデータです。                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                  201304 

安全対策 美観対応 

材質 
重量 厚さ 引張強度（N/3㎝） 伸び（%） 引張強さx伸び（KN/㎜） 引裂強さ（N) 

（ｇ/㎡） （㎜） タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 450 0.42 1074 879 31 36 66.1 63.1 217 212 

関連商品 

看板シート 
販売 

高強度 

画像データについて 
 

写真データ（ＪＰＥＧ等）をそのまま使用しますと、画像を引き延ばすため、 
きれいに印刷されない場合があります。もしデータがない場合は、 
会社のパンフレット、名刺等を元に作成いたしますので営業まで 
お渡しください。 
 
使用できるデータの種類 ➮ ＰＤＦ ＡＩ（イラストレーターで作成のもの） 
弊社で持っている色番   ➮ ＤＩＣ 日塗工 

※２類販売品のご用意もあります。 
 



親綱                                                            リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

高品質 高い安全性 

ロープの原糸はニューテトロン繊維（特殊加工糸）を使用しており硬化や寸法の縮みが少ない素材です。 
原糸は高品質で耐久性にも優れ、柔軟性にも富んでいます。 
耐摩擦に優れており、また含水時の強力低下等の変化がありません。 
 

販売可 

安全対策 簡単 

関連商品 

長さ（ｍ） 寸法識別 重量（㎏） 

6 1.2 

8 1.5 

10 1.8 

15 2.6 

20 3.4 

25 4.0 

30 4.7 

規格寸法 

直結式ロックマン（緊張器） 
リース・販売 

ニューテトロンロープφ16㎜ フック 

ラベル 

ロリップ 
リース・販売 



防炎メッシュシート ２類・黒              リース 

仮 設 材 

http://www.meijishoko.com  明治商工㈱ 

防犯対策・閉塞感軽減 

従来品より透過性に優れ、防犯対策に適しています。 
内部からも外側が透けて見えるので、住民の方々の閉塞感が軽減されます。 

販売可 

サイズ（㎜） 重量（㎏） 紐の使用目安（本） 

1820x5110 1.6 30 

1520x5110 1.4 30 

1210x5110 1.2 30 

 910x5110 1.0 30 

 610x5110 0.8 30 

規格寸法 

性能規格 

材質 
重量 密度（本/2.54㎝） 引張強度（N/3㎝） 伸び（%） 

充実率 
（ｇ/㎡） タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 130 26 28 509 509 30 36 0.71 

※上記データは、測定平均値で保証値ではありません。  ※新品時のデータです。                                 
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生地 

材質 基布：ポリエステル 樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC） 
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安全対策 採光通風 防犯対応 
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