
Ｕ型150 U型200 

材質　鉄

規格　φ3×L150㎜

入数　50本/箱  100本/箱

定価　50本 1,600円 / 100本 3,000円

材質　鉄

規格　φ4×L250㎜

入数　100本/箱  200本/箱

定価　100本 4,000円 / 200本 8,000円

大頭釘 大頭釘200樹脂付
（ナックスS1000用）

材質　鉄

規格　φ5×L150㎜

入数　50本/箱　100本/箱

定価　50本 1,600円 / 100本　3,000円

材質　鉄＋樹脂

規格　φ9×L200㎜

入数　200本/箱

定価　200本 30,000円

粘着テープ

粘着テープ 切込み入り
(固定ピン専用パッチ)　

材質　アクリル、ポリエステル

規格　幅10㎝×長さ50m

定価　10,500円

材質　アクリル、ポリエステル

規格　(□10cm)25枚入/セット

定価　600円

防草シート用接着剤

アタッチ

材質　シリコーン

内容量　333ml　定価　700円

使用量　貼付延長7m分

シート固定用副資材

◆本カタログに掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。◆掲載されている商品の色は印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。◆表示のサ

イズは製品により多少誤差を生じる場合がございます。◆本カタログに記載の価格は消費税、施工費、送料(一部商品)は含まれておりません。◆商品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。◆本

カタログに掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。

東京都中央区日本橋本町2-6-3小西ビル６F

東京支店

03-3667-1833 03-3667-9880

兵庫県尼崎市昭和通3-90-1 尼崎K.Rビルディング

西日本営業所

06-6430-1712

EX202004

06-6430-1715

※表記価格に消費税は含まれておりません。

用途 砂利下 砂利下/ばくろ 砂利下/人工芝下 駐車場 / 駐輪場

色 グレー グリーン ブルーグリーン イエローグリーン

厚み 0.4㎜ 0.65㎜ 0.3㎜ 4.0㎜

構造 ポリエステル不織布
高密度ポリエステル

長繊維不織布
ポリエステル不織布

（雑草抑制機能付き）
ポリプロピレン極太繊維＋ポリエステル綿＋

ポリプロピレン織布SBRコーディング加工

規格 1×15m / 1×30m / 2×30m1×12.5m / 1×25m / 2×25m 1×15m / 1×30m 1.2×20m

定価 4,625円 / 9,250円 / 18,500円 7,950円 / 15,900円 / 31,800円 19,800円 / 39,600円 72,000円

製品仕様一覧

ナックス®ＥＸ防草シート
スタンダードタイプ

ナックス®ＥＸ防草シート
スタンダードタイプ

ナックス®ＥＸ防草シート
エキスパートタイプ

ナックス®ＥＸ防草シート
エキスパートタイプ

ナックス®ＥＸ雑草抑制シート
レジストタイプ

ナックス®ＥＸ雑草抑制シート
レジストタイプ

ナックス®S1000ナックス®S1000

ナックス®EX防草シートカタログ
ナックス®EX雑草抑制シートカタログ

Nacks
Exterior

1年2ヶ月経過後の様子

施工直後の様子

【左】ナックスEX®雑草抑制シートレジストタイプ 砂利敷き3㎝  【右】B社砂利下防草シート砂利敷き3㎝

用途

厚み

規格

㎡単価

砂利下 / 人工芝下

0.3㎜

1×15m / 1×30m 

1,320円/㎡

構造
ポリエステル不織布

（雑草抑制機能付き）

ナックス®EX雑草抑制シート　レジストタイプ

ストレスフリーな景観維持を実現
 砂利の中からの雑草も抑制します

特徴

独自の雑草抑制機能により、雑草の飛来種子や

砂利内に含まれる種子の生育を抑制します。

定期的に草刈りが出来ないような場所に

特におすすめのシートです。

※砂利の厚みが厚すぎると雑草抑制効果が

弱まりますのでご注意ください。

(砂利厚5㎝以内推奨)

特徴

業界初

ナックス®S1000

車が乗り入れ可能な防草シート

※強力な雑草は突き抜けの恐れがあります。

　強力な雑草がある場合は、ナックスEX®防草シートスタンダードタイプの併用をおすすめします。

※次の場合はシートが擦り切れる可能性がありますのでご注意ください。

　1)シート上での過度な切り返し　2)大型車の乗り入れ

◆３層構造・優れた耐久性

　超耐候性ポリプロピレンのチェーンステッチ構造。

　極太丸断面繊維（８本撚）が下層シート本体を

　紫外線劣化、摩耗から守ります。

◆ニードリング加工緑綿

　耐候性に優れたポリエステル綿は吸水性がなく、

　排水性が良いためコケなどが繁茂しにくく、

　緑の景観を保ちます。

◆引張・引き裂き強度が超強力なSBRコーティング加工

◆適度な透水性・通気性があり、降雨による

　水たまりができません。

特徴

用途

厚み

規格

㎡単価

駐車場 / 駐輪場

4.0㎜

1.2×20m 

3,000円/㎡

構造
ポリプロピレン極太繊維+
ポリエステル綿+
ポリプロピレン織布SBRコーティング加工

むき出し・砂利下両用の強力な防草シート

ナックス®EX防草シート　エキスパートタイプ

施工前

施工後

◆特殊加工で防草効果長期持続

　ポリエステル繊維に耐候処理を施し、紫外線劣化を軽減。

　防草シートがむき出しの状態でも約7年の長期防草が可能。

◆強壮雑草をシャットアウト

　不織布を高密度に加工したシートで強壮雑草の

　突き抜けを抑止。チガヤやススキなども貫通させません。

◆表面に土埃が堆積しにくい

　表面が滑らかで、シート敷設後の雑草繁茂の原因となる

　土や埃の堆積を軽減。

特徴

ナックス®EX防草シート　スタンダードタイプ

砂利下 / 人工芝専用 スタンダードな防草シート

施工前

施工後

◆高密度不織布

　出芽貫通抵抗性に優れ、土壌中の強壮雑草の突き抜けを

　抑止します。土壌の混合、砂利などの土壌沈下も防止します。

◆根域制御効果

　飛来する雑草種子の土壌への着根防止。

　樹木の根張りを防ぎ、タイルや舗装のひび割れを抑止します。

　アスファルト下の防根に最適です。

◆優れた耐久性

　対候性に優れたポリエステル100％の長繊維不織布なので、

　土中・砕石下での使用では、半永久的（10年以上）に

　防草・防根効果が持続します。

◆適度な透水性・通気性があり、降雨による水たまりが出来ません。

用途

厚み

規格

㎡単価

砂利下 

0.4㎜

1×12.5m / 1×25m / 2×25m

370円/㎡

構造 ポリエステル不織布

用途

厚み

規格

㎡単価

砂利下 / ばくろ

0.65㎜

1×15m / 1×30m / 2×30m

530円/㎡

構造 高密度ポリエステル長繊維不織布



Ｕ型150 U型200 

材質　鉄

規格　φ3×L150㎜

入数　50本/箱  100本/箱

定価　50本 1,600円 / 100本 3,000円

材質　鉄

規格　φ4×L250㎜

入数　100本/箱  200本/箱

定価　100本 4,000円 / 200本 8,000円

大頭釘 大頭釘200樹脂付
（ナックスS1000用）

材質　鉄

規格　φ5×L150㎜

入数　50本/箱　100本/箱

定価　50本 1,600円 / 100本　3,000円

材質　鉄＋樹脂

規格　φ9×L200㎜

入数　200本/箱

定価　200本 30,000円

粘着テープ

粘着テープ 切込み入り
(固定ピン専用パッチ)　

材質　アクリル、ポリエステル

規格　幅10㎝×長さ50m

定価　10,500円

材質　アクリル、ポリエステル

規格　(□10cm)25枚入/セット

定価　600円

防草シート用接着剤

アタッチ

材質　シリコーン

内容量　333ml　定価　700円

使用量　貼付延長7m分

シート固定用副資材

◆本カタログに掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。◆掲載されている商品の色は印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。◆表示のサ

イズは製品により多少誤差を生じる場合がございます。◆本カタログに記載の価格は消費税、施工費、送料(一部商品)は含まれておりません。◆商品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。◆本

カタログに掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。

東京都中央区日本橋本町2-6-3小西ビル６F

東京支店

03-3667-1833 03-3667-9880

兵庫県尼崎市昭和通3-90-1 尼崎K.Rビルディング

西日本営業所

06-6430-1712

EX202004

06-6430-1715

※表記価格に消費税は含まれておりません。

用途 砂利下/人工芝下 むき出し/砂利下/人工芝下 砂利下/人工芝下 駐車場 / 駐輪場

色 グレー グリーン ブルーグリーン イエローグリーン

厚み 0.4㎜ 0.65㎜ 0.3㎜ 4.0㎜

構造 ポリエステル不織布
高密度ポリエステル

長繊維不織布
ポリエステル不織布

（雑草抑制機能付き）
ポリプロピレン極太繊維＋ポリエステル綿＋

ポリプロピレン織布SBRコーディング加工

規格 1×15m / 1×30m / 2×30m1×12.5m / 1×25m / 2×25m 1×15m / 1×30m 1.2×20m

定価 3,750円 / 7,500円 / 15,000円 7,200円 / 14,400円 / 28,800円 19,800円 / 39,600円 72,000円

製品仕様一覧

ナックス®ＥＸ防草シート
スタンダードタイプ

ナックス®ＥＸ防草シート
スタンダードタイプ

ナックス®ＥＸ防草シート
エキスパートタイプ

ナックス®ＥＸ防草シート
エキスパートタイプ

ナックス®ＥＸ雑草抑制シート
レジストタイプ

ナックス®ＥＸ雑草抑制シート
レジストタイプ

ナックス®S1000ナックス®S1000

ナックス®EX防草シートカタログ
ナックス®EX雑草抑制シートカタログ

Nacks
Exterior

1年2ヶ月経過後の様子

施工直後の様子

【左】ナックスEX®雑草抑制シートレジストタイプ 砂利敷き3㎝  【右】B社砂利下防草シート砂利敷き3㎝

用途

厚み

規格

㎡単価

砂利下 / 人工芝下

0.3㎜

1×15m / 1×30m 

1,320円/㎡

構造
ポリエステル不織布

（雑草抑制機能付き）

ナックス®EX雑草抑制シート　レジストタイプ

ストレスフリーな景観維持を実現
 砂利の中からの雑草も抑制します

特徴

独自の雑草抑制機能により、雑草の飛来種子や

砂利内に含まれる種子の生育を抑制します。

定期的に草刈りが出来ないような場所に

特におすすめのシートです。

※砂利の厚みが厚すぎると雑草抑制効果が

弱まりますのでご注意ください。

(砂利厚5㎝以内推奨)

特徴

業界初

ナックス®S1000

車が乗り入れ可能な防草シート

※強力な雑草は突き抜けの恐れがあります。

　強力な雑草がある場合は、ナックスEX®防草シートスタンダードタイプの併用をおすすめします。

※次の場合はシートが擦り切れる可能性がありますのでご注意ください。

　1)シート上での過度な切り返し　2)大型車の乗り入れ

◆３層構造・優れた耐久性

　超耐候性ポリプロピレンのチェーンステッチ構造。

　極太丸断面繊維（８本撚）が下層シート本体を

　紫外線劣化、摩耗から守ります。

◆ニードリング加工緑綿

　耐候性に優れたポリエステル綿は吸水性がなく、

　排水性が良いためコケなどが繁茂しにくく、

　緑の景観を保ちます。

◆引張・引き裂き強度が超強力なSBRコーティング加工

◆適度な透水性・通気性があり、降雨による

　水たまりができません。

特徴

用途

厚み

規格

㎡単価

駐車場 / 駐輪場

4.0㎜

1.2×20m 

3,000円/㎡

構造
ポリプロピレン極太繊維+
ポリエステル綿+
ポリプロピレン織布SBRコーティング加工

むき出し・砂利下両用の強力な防草シート

ナックス®EX防草シート　エキスパートタイプ

施工前

施工後

◆特殊加工で防草効果長期持続

　ポリエステル繊維に耐候処理を施し、紫外線劣化を軽減。

　防草シートがむき出しの状態でも約7年の長期防草が可能。

◆強壮雑草をシャットアウト

　不織布を高密度に加工したシートで強壮雑草の

　突き抜けを抑止。チガヤやススキなども貫通させません。

◆表面に土埃が堆積しにくい

　表面が滑らかで、シート敷設後の雑草繁茂の原因となる

　土や埃の堆積を軽減。

特徴

ナックス®EX防草シート　スタンダードタイプ

砂利下 / 人工芝専用 スタンダードな防草シート

施工前

施工後

◆高密度不織布

　出芽貫通抵抗性に優れ、土壌中の強壮雑草の突き抜けを

　抑止します。土壌の混合、砂利などの土壌沈下も防止します。

◆根域制御効果

　飛来する雑草種子の土壌への着根防止。

　樹木の根張りを防ぎ、タイルや舗装のひび割れを抑止します。

　アスファルト下の防根に最適です。

◆優れた耐久性

　対候性に優れたポリエステル100％の長繊維不織布なので、

　土中・砕石下での使用では、半永久的（10年以上）に

　防草・防根効果が持続します。

◆適度な透水性・通気性があり、降雨による水たまりが出来ません。

用途

厚み

規格

㎡単価

砂利下 

0.4㎜

1×12.5m / 1×25m / 2×25m

370円/㎡

構造 ポリエステル不織布

用途

厚み

規格

㎡単価

砂利下 / ばくろ

0.65㎜

1×15m / 1×30m / 2×30m

530円/㎡

構造 高密度ポリエステル長繊維不織布


