
項目

品名 植樹ニューマット C-3 植樹ニューマット C-4
植樹ニューマット H

（ハードタイプ）
植樹ニューマット E 植樹ニューマット F

用途

・長期間の雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

・長期間の既存雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

・長期間の強雑草防止
・イネ科などの強雑草にも対応
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

・中期間の雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

・短・中期間の雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

素材 リサイクルPET繊維 リサイクルPET繊維
リサイクルPET繊維

+
高密度ポリエステル不織布（200ｇ/㎡）

リサイクルウール
（生分解性）

ポリエステル２層構造不織布

厚み ３㎜ ４㎜ ２㎜ ４㎜ １㎜

質量 440ｇ/㎡ 600ｇ/㎡ 400ｇ/㎡ 550ｇ/㎡ 200ｇ/㎡

タテ　　　　　 ４２０ タテ　　　　   ７００ タテ　　　 　　８７０ タテ　　　　 　２４０ タテ　　　 　　３００

ヨコ　　　　 　７１０ ヨコ　　　   １０００ ヨコ　　　　 　５４０ ヨコ　　　　 　４５０ ヨコ　　　　 　３５０

タテ　　　　　 １３０ タテ　　　　   ２００ タテ　　　　　   ８５ タテ　　　　 　  ９５ タテ　　　　 　  ７０

ヨコ　　　　　 １２０ ヨコ　　　　   １８０ ヨコ　　　　　   ８０ ヨコ　　　　  　 ９５ ヨコ　　　　　   ６５

透水係数 1.9×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 3.0×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 5.0×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 1.4×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 3.8×10　　ｃｍ/ｓｅｃ

遮光率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

色 ダークグリーン色　・　ダークブラウン色 ダークグリーン色 ダークグリーン色　・　ダークブラウン色 ダークグリーン色　・　ダークブラウン色 ダークグリーン色　・　ダークブラウン色

性能

十分な厚みと表面熱処理加工により遮光率は99％
以上で、雑草の下からの突き上げや飛来種子によ
る雑草の発芽を防止する。

ニューマットＣ-３の厚みを厚くしたタイプで強力に雑
草の発生を抑制し、耐用年数も長い。

裏面層の高密度ポリエステル長繊維不織布により
雑草の貫通を抑え、表面層は植樹ニューマットＣ-３
と同じ綿を使用しているので長期間の防草効果が
ある。

シートの素材のリサイクルウールには土壌の保温
性がある為、地温を安定させ、植物の生長を補助
する。

２層構造でシートに強度を持たせている。透水性と
通気性に優れている。難燃性にも優れている。

現場での
適応性

法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制する。
シート自体の強度が優れており、ススキ・ササ類な
ど強雑草以外の雑草を抑制する。広範囲における
使用や植樹桝や花壇でも使用できる。

法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制する。
強力に雑草を抑制する。透水性・通気性にも優れて
いる。

法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制する。
裏面層のシートによって強雑草（チガヤなどイネ科
等）の繁茂も抑制する。

保温性があり、地温安定効果がある。花壇などでも
使用できる。生分解性で使用後は土に還る。

透水性・通気性を有し、植栽地などでの使用に優れ
ている。中期間使用できるシートとしてはお求め易
い価格設定にしている。

標準価格 ６５０円/㎡ ７５０円/㎡ ８００円/㎡ ８００円/㎡ ５００円/㎡

耐用年数 約10年 約12年 約10年 約6年 約5年

施工方法

使用後の撤去
について

生分解性であるので土にすき込み肥料分とし
て再利用可能。また廃棄する場合は、産業廃
棄物として各地方自治体の条例に従い処分す
る。

産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い
処分する。

　　　防草マット　・　防草シート　選定表①　【谷口産業株式会社】

防草マット（植栽地にもマルチング効果あり）

引張強度（N）

引裂強度（N）

※仕様は、予告なしに変更することがありますので、詳細はお問合せ下さい。

地表面の雑草やゴミを取り除き地表面に対して水平に敷設する。
シートの固定には固定ピンを使用し、固定ピン打設部における“ピン穴”からの劣化（破け・裂け）を防止する補強用補助材（マン丸君CG-80、CB-80）や“ピン穴”からの劣化と雑草の発生を抑制する雑草抑制用補助材（マン丸君JG-80、JB-80）などの目串部補強補助材を必要に応じて使用する。
端部は雑草防止及び強風による捲れ上がりを防止する為に接着剤を使用し貼り付ける。

産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。

※単価に消費税は、含まれておりません。
※単価は資材費（シート本体）のみのもので、補助資材（固定ピン等）や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※耐用年数は、現場条件により若干誤差が生じますので参考値です。
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項目

品名 ビスタスパン
プロフィット
TG-１２０

植樹防草シートスーパー
SR　・　SRB

植樹防草シート
No.７

植樹防草シート
No.２

植樹防草シート
No.３

植樹防草シートハードタイプ
SH-１５０

植樹防草シートハードタイプ
SH-２００

植樹防草シートハードタイプ
SH-２６０

用途

・中期間の雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

・中期間の既存雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・タバコのポイ捨てが多発する
　場所での防草
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

・長期間の雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・非植栽地での防草
　　（不透水の為）

・短期間の雑草防止
　　（イネ科など強雑草以外）
・雑草根・残存種子がない現場
・植栽場所での蒸散防止効果
・植栽場所での地温安定効果

芝生や砂利の下敷き用
防草シート

芝生や砂利、インターロッキ
ングの下敷き用防草シート

砂利や砕石の下敷き用
強雑草向け防草シート

砂利や砕石の下敷き用
強雑草向け防草シート

低木・中木用防根シート。

砂利・砕石路盤・土舗装の
下敷き用強雑草向け防草
シート

低木・中木用防根シート。

素材 ポリエステル長繊維不織布
表面特殊難燃加工

ポリエステル長繊維不織布
ポリエチレンクロス
裏面黒色ラミネート

トウモロコシ製
（生分解）

ポリエステル長繊維不織布 ポリエステル長繊維不織布 ポリエステル長繊維不織布 ポリエステル長繊維不織布 ポリエステル長繊維不織布

厚み 0.53㎜ 0.52㎜ 0.4㎜ 0.43㎜ 0.35㎜ 0.8㎜ 0.4㎜ 0.5㎜ 0.6㎜

質量 140ｇ/㎡ 190ｇ/㎡ 190ｇ/㎡ 100ｇ/㎡ 90ｇ/㎡ 120ｇ/㎡ 150ｇ/㎡ 200ｇ/㎡ 260ｇ/㎡

タテ　　　３１０ タテ　　　３４０ タテ　　１０００ タテ　　　１８０ タテ　　　１６０ タテ　　　３１０ タテ　　　６００ タテ　　　７９５ タテ　　　８７５

ヨコ　　　２００ ヨコ　　　２６５ ヨコ　　　９００ ヨコ　　　　９５ ヨコ　　　　８０ ヨコ　　　１４０ ヨコ　　　３６０ ヨコ　　　３６５ ヨコ　　　５００

タテ　　　　４５ タテ　　　１０５ タテ　　　１６０ タテ　　　　１５ タテ　　　　３０ タテ　　　　８５

ヨコ　　　　４０ ヨコ　　　　８０ ヨコ　　　１８０ ヨコ　　　　１５ ヨコ　　　　２０ ヨコ　　　　６０

透水係数 1.5×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 1.0×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 不透水 1.1×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 1.4×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 6.3×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 1.0×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 0.8×10　　ｃｍ/ｓｅｃ 0.8×10　　ｃｍ/ｓｅｃ

遮光率 99.6% 99.9% 99.9% 95% 85% 94% 99.5% 99.9% 99.90%

色 ダークグリーン色 グリーン色 ・ ブラウン色 グリーン色 ・ ブラウン色 ブラウン色 グレイ色 黒色 濃グレイ色 濃グレイ色 濃グレイ色

性能

ポリエステル製の不織布で
通気性、透水性が特に優れ
ている。

シート表面に難燃性加工を
施している。

シートの素材は高強度のﾎﾟﾘ
ｴﾁﾚﾝｸﾛｽで、遮光率と強度
をさらに高めるために裏面に
ﾗﾐﾈｰﾄ加工をしている。

シートの素材には生分解性
のトウモロコシのポリ乳酸を
使用している。

ポリエステル製の不織布で
透水性、通気性に優れてい
る。

ポリエステル製の不織布で
通気性、透水性に優れてい
る。　植樹防草シートＮｏ.２よ
り厚みが増したタイプ。

ポリエステル製の不織布で

0.4ｇ/cm3の高密度タイプ。

ポリエステル製の不織布で

0.4ｇ/cm3の高密度タイプ。

ポリエステル製の不織布で

0.4ｇ/cm3の高密度タイプ。

現場での
適応性

透水性・通気性があり、法面
や植栽地での使用や花壇で
の使用に適している。現場で
の施工性が特に優れてい
る。

難燃性が特に優れている
為、たばこのポイ捨てによる
燃え広がりを防ぐ。交通量の
多い場所や歩車道間、交差
点付近など、タバコのポイ捨
てが多いと思われる場所に
適している。

不透水性の為、平面の植栽
地での使用にはあまり適して
いない。法面や植栽のない
平坦地での使用に適し、長
期間雑草を抑制する。

透水性・通気性があり、主に
ヘデラなどの地被類の植栽
地や花壇などでも使用でき
る。チップ材との併用ができ
る。シートが分解性である
為、化学繊維系の防草シート
より破れやすいので固定ピ
ンを使用する場合は目串部
補強補助材（マン丸君）との
併用が望ましい。また、使用
後の撤去の必要はない。

透水性・通気性があり、砂利
や芝生の下敷きとして使用で
きる。砂利の隙間からの雑草
の発生や、降雨後のぬかる
みなどを防止する。比較的薄
いシートであるので地表面に
シートを敷くと長期間の使用
は出来ない。

透水性・通気性が優れてお
り、砂利や砕石、インターロッ
キングの下敷きとして使用で
きる。

高密度の為、透水性は他防
草シートと比べてやや劣る
が、雑草防止効果は絶大。
主に新設現場・改良後など
シート敷設前の雑草繁茂状
態が少ない現場での下敷き
用として使用できる。

高密度の為、透水性は他防
草シートと比べてやや劣る
が、雑草防止効果は絶大。
主に強雑草繁茂現場にて除
草後に使用する。
土中の場合、軽車両の乗り
入れ（旋回注意）は可能。
竹の防根には適していない
が、根域制限効果も兼備して
いる。

高密度の為、透水性は他防
草シートと比べてやや劣る
が、雑草防止効果は絶大。
主に強雑草繁茂現場にて除
草後に使用する。
土中の場合、重機の乗り入
れ（旋回注意）も可能な超強
力防草シート。
竹の防根には適していない
が、根域制限効果も兼備して
いる。

標準価格 ４００円/㎡ ５５０円/㎡ ３５０円/㎡ ４４０円/㎡
２００円/㎡（200ｍ巻）
２５０円/㎡（50ｍ巻）

３００円/㎡（100ｍ巻）
３５０円/㎡（50ｍ巻） ３８０円/㎡ ４９０円/㎡ ６６０円/㎡

耐用年数 約6年 約8年 約8年 約2～3年 約10年（下敷きの場合） 10年以上（下敷きの場合） 10年以上（下敷きの場合） 10年以上（下敷きの場合） 10年以上（下敷きの場合）

施工方法

使用後の
撤去

について

生分解性であるので土にす
き込み肥料分として再利用
可能。また廃棄する場合は、
産業廃棄物として各地方自
治体の条例に従い処分す
る。

※仕様は、予告なしに変更する場合がありますので、詳細はお問合せ下さい。

※単価に消費税は、含まれておりません。
※単価は資材費（シート本体）のみのもので、補助資材（固定ピン等）や施工費は含まれておりません。
※厚み・質量・引張強度・引裂強度・透水係数・遮光率は、規格値です。
※耐用年数は、現場条件により若干誤差が生じますので参考値です。

　　　  防草マット　・　防草シート　選定表②　【谷口産業株式会社】

産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。

地表面の雑草やゴミを取り除き地表面に対して水平に敷設する。
シートの固定には固定ピンを使用し、固定ピン打設部における“ピン穴”からの劣化（破け・裂け）を防止する補強用補助材（マン丸君CG-80、CB-80）や“ピン穴”からの劣化と雑草の発生を抑制する雑草抑制用補助材（マン丸君JG-80、JB-80）などの目串部補強補助材を使用する。
端部は雑草防止及び強風による捲れ上がりを防止する為に接着剤を使用し貼り付ける。

下敷き用防草シート

引張強度（N）

引裂強度（N）

防草シート（植栽地にもマルチング効果あり）

産業廃棄物として各地方自治体の条例に従い処分する。
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