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第一大宮は、新しい素材の開発と物流改革を提案します。

問い合わせ先

Protection Sheets  

We combine new materials and innovative logistics with new manufacturing techniques 

to match the needs of mankind and the environment

私たちは長年の経験と技術で、地球の環境に配慮した繰り返し使用可能な養生材の提案を行っております。

養生くんは数多くのユーザーのニーズを集約し、ユーザーの言葉をカタチにしたニーズに基づく製品です。
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養生くんPPシリーズグレード表
品番 色 厚み(ｍｍ) サイズ(ｍｍ) 重量(Kg/枚) 梱包数 特徴

PP-27 ブルー/ライトグリーン 2.7 910 × 1,820 4.07 5枚 PP3層ソリッド板

PP-23 ブルー/ライトグリーン 2.3 850 × 1,700 3.02 5枚 PP3層ソリッド板

PP-18 ブルー 1.8 850 × 1,700 2.37 10枚 PP3層ソリッド板

PP-15 ブルー 1.5 910 × 1,820 2.26 10枚 PP3層ソリッド板

PPS-29 ブルー 2.9 900 × 1,800 3.66 100枚 PP3層/中心層は低発泡板

PD-20 黒 2.0 910 × 1,820 3.01 5枚 PP3層ソリッド板/導電性

rotection Sheets  

ポリプロピレン3層ソリッド板! リサイクル品を中芯に使用した環境に優しい養生シート

繰り返し使用可能なプラスチック養生材！

重量物、重量機器の搬出入に最適。 剛性に優れ、耐久性抜群。

耐衝撃性と緩衝性を活かし、大切な物を保護....

PPシリーズ

外側はバージンPP材

中芯は再生PP材

PP-27

PP-23

PP-18

PP-15

PP-27

PP-23 PPS-29

PD-20

(導電性)

社名・マーク 印刷OK

防水性や緩衝性に優れ、引越・建築用保護養生シートとして多く採用されています。

軽量で持ち運びがラクラク。作業性も良く、綺麗な養生が可能になりました。

使用後は焼却処理をしても有毒ガスが発生せず、環境にも配慮されています。

とても広い養生現場も綺麗に養生ができます。

帯電防止処理によりチリ、ホコリを寄せつけません。

また、表面にシボがあり、上を歩いても滑りづらいので安全です。

養生くんPPシリーズは、ポリプロピレン3層ソリッド板で

外側にバージンPP材、中芯にプラダン等をリペレットした再生PP材を使用。

耐衝撃性に優れた強い養生シート&環境に優しい養生シートを

同時に実現しました。

硬くて強い

重量物の搬出入

帯電防止処理

引越・建築用

PPリペレット品中空プラダン品

引越用シューズケースです。軽量で繰り返し使用可。

仕切りがついていて、運びたい靴を入れるだけ。

サイドに取っ手がついているので、持ち運び便利です。

ポリプロピレン製の養生用テープです。

床養生に最適な機能バランスを追及した養生用テープ。

軽くて強いという養生くんシートの特性を生かし、新たな製品へ！

「養生くん」のシートに様々な加工を施し、新しい製品へ仕上げます。

ボックスの中に入れる仕切りにもおすすめです。

仕切り

様々な形の仕切りを作成しています。

お気軽にご相談ください

魚の仕切り シャッターボックスカバー

養生くんテープグレード
品　番 サイズ 色 梱包数

TP-70B 50×25M ブルー 30巻/箱

TP-70B 50×50M ブルー 30巻/箱

シューズボックスグレード

色 厚み(ｍｍ)

ブルー 5.0

サイズ

535×370×1080H
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ハンガーボックスグレード
品番 色 梱包数

HB-1000Ｂ ブルー 5枚

HB-1000Ｇ グリーン 5枚

ご注文は10枚からでお願いします。

サイズ(ｍｍ)

480×510×1000H

480×510×1000H

武道館養生現場

武道館で行われたショーにて、館内に水を入れる演出のため『養生くんPP-27 ブルー』を会場床全面に敷き詰めました。

有明コロシアム養生現場

養生くんPPシリーズ採用例

マンション内養生

マンションの玄関やエレベーター前にて

『養生くんPP23 グリーン』に社名印刷を施したものを

お使いいただきました。

ビル玄関養生

ビルの玄関の養生として

取付作業が簡単でとても綺麗に

養生ができます。

社名・マーク印刷OK

衣類運送の必需品！出し入れスムーズ!

軽量で丈夫なため、作業性がよく、耐衝撃性に強く繰り返し使用が可能です。

上部・底部が差し込み式なので簡単に開け閉めができます。

また 横開きでドアをサイドに固定できる設計で、収納と取出しも簡単！

組立て、折畳みが容易にできます。

軽量で扱いやすい

低コスト

折りたたみ

衣類の運送

スーツ等の衣料用引越ボックス！軽量で繰り返し利用。作業ラクラク！

HB-1000B

ブルー

HB-1000G

グリーン

上部開閉

フラップを差し込み式にして、使いやすくしています。

某大学養生現場

某大学新築工事の際、校舎全体の養生のために

『養生くんPP-23 ブルー』を特注サイズ（910×1820）にて

たくさん使用していただきました。

＊数量多数の場合は、特注サイズもお受けいたします。ご相談ください。

折りたたみ時

ハンガーバー付き

有明コロシアム(東京)で行われたショーの養生用に『養生くんPP-27 ブルー』をご使用いただきました。
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虎ノ門グレード
品番 材質 梱包数

TM-4320 PP中空・PE 10枚

TM-4317 PP中空・PE 10枚5×430×1700H

5×430×2000H

サイズ(ｍｍ)

養生くんPEシリーズグレード表
品番 色 厚み(ｍｍ) サイズ(ｍｍ) 重量(Kg/枚) 梱包数 特徴

PE-24 ライトブルー 2.4 910×1820 2.40 10枚 PE低発泡板

PE-20 ライトブルー 2.0 850×1700 1.75 10枚 PE低発泡板

TM-4320

ポリエチレン低発泡板! 発泡しているため軽く、加工性・作業性が抜群な養生シートPEシリーズ

社名・マーク 印刷可能

手に優しく肌触りの良い養生シート！

PE-24

PE-20

カッターで簡単に切れます

軽量で施工作業が簡単です。

エレベーターやエントランスも簡単に養生

軽量で丈夫なポリプロピレン中空板製です。

蛇腹状なため角部や、複雑な形状の養生に最適です。

また、トラ柄なため、玄関など危険を知らせる場所に適した養生材です。

引越・建築現場

カッターで切断

加工性抜群

軽量

養生くんPEシリーズは、ポリエチレン低発泡板なので

軽量で取り扱いが簡単。

加工性が良く現場での作業性が良いうえ、

耐久性に優れているので簡単に水洗いができます。
少し硬めのPE製発泡シート

目を引くトラ柄

作業性抜群

防水

軽量

繰り返し使用可能なプラスチック養生材！

ポリエチレン製の軽量な養生シートです。
玄関、角部の養生に目立つ虎ノ門！

防水性や緩衝性に優れ、現場でのカットも容易な素材の特性を活かし、引越・建築用

保護養生シートとして多く採用されています。軽量で持ち運びがラクで作業性も良く、

綺麗な養生が可能になりました。使用後は焼却処理をしても有毒ガスが発生しません。

蛇腹状なので直角・鋭角・凹凸などに自在に

使用可能です。

芯材はポリプロピレン中空板製で

緩衝性に優れています。

TM-4317

NEW

これからの時代のニーズを先取りした養生関連商品
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ウォールキーパーグレード
品番 色 / 材質 厚み(ｍｍ) サイズ(ｍｍ) 重量(Kg/枚) 梱包数

WP-750 白 / PP 7.0 150×150×750Ｈ 0.24 25枚

WP-750 茶 / PC 6.0 150×150×750Ｈ 0.18 25枚

WP-1500 アイボリー / PP 7.0 230×200×1500Ｈ 0.63 20枚

これからの時代のニーズを先取りした養生関連商品

低コスト

扱いやすい

優しく保護

軽量

PLAシリーズは養生専用に開発された中空プラスチックシートPLAシリーズ

社名・マーク 印刷可能

繰り返し使用可能なプラスチック養生材！

中空構造で軽量！持ち運びラクラクの養生用シートです。

軽くて使いやすくカットもラクラク！

PLA-25N

PLA-30N

PLA-40N

PLA-50N

PLA-25B

F-25

F-W25
F-25

養生くんPLAシリーズは、ポリプロピレン中空構造板です。

PPの耐衝撃性に強い特性とハニカム構造でとても軽くて持ち運びやすく

取り付け作業が簡単です。

燃やしても有毒ガスを発生せず環境にも配慮されています。

壁養生

カッターで切断

加工性抜群

超軽量

中空プラダンを養生用にご用意いたしました。

軽くて使いやすいため、壁養生にも多くお使いいただいています。

カッターで簡単に切れるため、加工性も抜群。お手軽、お手頃な養生シートです。

ポリプロピレン中空シートでできた超軽量な壁養生材の固定治具です。

養生シートを固定する際、直接壁面にテープを貼る必要がないので、

ノリ残りの心配がありません！

WP-1500

WP-750 

白/PP

WP-750

茶/PC

WP-1500

アイボリー/PP ポリプロピレン中空板製です。

折り曲げ部は熱溶着しているので強固です。

端面は熱処理にて目ふさぎをしているので

ゴミや水の侵入を防ぎます。

ウォールキーパーをエスカレーター入口に設置して使用

消火器部分のみカッターでカット(F-25)

PP中空構造板

軽量な壁養生固定具！

（F-25 ・ F-W25） （F-W25）

養生くんPLAシリーズグレード表
品番 色 厚み(ｍｍ) サイズ(ｍｍ) 梱包数

PLA-25Ｎ ナチュラル 2.5 910×1820 20枚

PLA-25Ｂ ライトブルー 2.5 910×1820 20枚

PLA-30Ｎ ナチュラル 3.0 910×1820 20枚

PLA-40Ｎ ナチュラル 4.0 910×1820 10枚

PLA-50Ｎ ナチュラル 5.0 910×1820 10枚

F-25 ライトブルー/ライトグリーン 3.5 910×1820 10枚

F-Ｗ25 ライトブルー 3.5
910×1820

910×455(折りたたみ時)
10枚

特徴

PP中空構造板＋高発泡シート

PP中空構造板

PP中空構造板

PP中空構造板

PP中空構造板

PP中空構造板

折りたたみ式

PP中空構造板＋高発泡シート
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暖段グレード
品番 色 梱包数

Ｈ1-7320 ブルー 1セット

R1-7320 ブルー 1セット

Ｈ2-7320Ｒ ブルー １セット

Ｈ2-7320Ｌ ブルー １セット

Ｈ3-7320Ｒ ブルー １セット

Ｈ3-7320Ｌ ブルー １セット

HA-7484 ブルー １セット廊下用10枚

直段8枚＋左廻り6枚＋踊り場１枚

直段8枚＋右廻り6枚＋踊り場１枚

直段8枚＋左廻り上り6枚

直段8枚＋右廻り上り6枚

構成

直段用14枚

（試し軽量セット)直段用14枚

軽量

耐久性

持ち運び

角部の養生

数多くのニーズを先取りした最先端な養生耐衝撃性と緩衝性を活かし、大切な物を保護....

階段、角部の養生に！置くだけで養生完了！

H1-7320

直階段用

H2-7320L

左廻り上り用

踊り場用

HA-7484

廊下用

直階段用（H1-7320） 右廻り上り用（H2-7320R）

廊下用（HA-7484）

踊り場用（H3-7320R,L）

コンパクトに収納できる専用プラダンボックス付き

（廊下用は専用ボックスなし）

暖段は階段の踏み板に沿うようになっているので

カットする必要がありません。

暖段は色々な形状・サイズの階段にご利用頂けるよう設計されています。 裏側は滑りづらい発泡シートを貼り合わせています。

暖段は「養生くんPPシリーズ」に発泡シートを貼り合せています。

本体は強く、裏側は優しく階段・角部をキズから守ります。

本体コア部分に再生ポリプロピレンを使用し、

環境にも配慮しています。

階段や角部の保護に適したL字形状の養生材、「暖段(DANDAN)」。

施工が簡単で置くだけ! 耐久性・耐衝撃性に優れていて、繰り返し使用可能で

引越しや室内工事の現場で大活躍しています 。

＜本体：ポリプロピレン板 / 裏面：発泡ポリエチレン＞

・優しく保護

裏面の発泡シートが衝撃を吸収し、傷つけることなく階段をガード！

・取り付け簡単

置くだけで簡単に取り付けができ、テープなしでも動きません。

・軽量で抜群の耐久性

ポリプロピレンの軽量素材で耐久性や衝撃性に優れています。

・安全設計

表面に滑りにくい溝加工を施し、作業中の安全を確保しました。

・環境にやさしい

汚れても拭き取り可能！何度も繰り返し使えます。

・持ち運びラクラク

移動や保管に便利な専用ケース付きで持ち運び簡単！（一部商品を除く）

Features & Benefits（特徴と長所）

本体PPソリッド板＋裏面発泡シート


