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１．壁面緑化システム導入のメリット
　壁面緑化は、人に優しく豊かな空間を生み出し、環境

への配慮や室温上昇の緩和、デザイン性など、さまざま

な効果が期待されています。

　省エネ・エコ化を推進する教育施設における緑化整備

は、地域景観に緑化支援し、子ども達の植物への興味・

関心を引き出す環境教育にも寄与します。

２．杉孝メトログリーンのサービス
・設置場所にあった規模・形をご提案します。

・建築物の構造をふまえた安全性・実用性の高い設計を

　ご提示します。

・設計から施工、その後のメンテナンスまで一貫したサ

　ポートが可能です。

・自動潅水システムでメンテナンスフリーも可能です。

緑化
壁面緑化

（株）杉孝メトログリーン

緑化システム SR-F

〒 210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町 8-5 杉孝ビル 3F
TEL : 044-221-7617   FAX : 044-221-7618

校門の両側にパネル式壁面緑化を設置した事例

■ SR-F ネット式

杉孝メトログリーンの緑化システム　SR-F
校舎の壁に緑を這わせて壁面緑化を！

杉孝メトログリーンが、教育環境を整えるお手伝いをいたします。

杉孝の壁面緑化システムのご紹介
杉孝メトログリーンの緑化システムは、価格や設置目的にあった、いくつかのタイプがあります。

【SR-P　パネル式の特長】
圃場であらかじめ植物を植えつけた緑化パネルを設置。当初から全

面緑化が確保できるシステムです。建物や設置する壁面に合わられ、

植栽の選択によって、

デザイン性、個性の

ある壁面緑化が表現

できます。

【SR-F ネット式の特長】
　ネットタイプは、外枠にステンレスワイヤーを張り、

100 角メッシュの樹脂繊維ネットを緊結して、それを補

助材にして緑化する

システムです。

プランター

壁面支持金具

樹脂繊維ネット
φ2-□100×100

外枠：SUS ワイヤー

http://www.hekimenryokuka.com/
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校門の両側にパネル式壁面緑化を設置した事例

〈概　要〉　　　　　　　　　　　　　　
　独自の「空中緑化システム」を用いた緑化ユニット「グリー

ンシェード」シリーズは、近年社会問題となっている都市

部の気温上昇を緩和するための商品である。

　同シリーズは通常の緑化工事と異なり、ユニットを設置

するだけで簡単に施工が出来るようになっている。また、

貯まった雨水を使う独自の底面給水方式で自然潅水が可能

なため、通常の潅水装置を必ずしも設置する必要はない。

これにより管理コストも抑えられ、メンテナンスも簡単に

なっている。

〈特　徴〉
①屋上タイプ
ユニット設置型の平置きタイプ。

緑陰と空気層を用いた独自の空中緑化システムで屋上の表

面温度を約 20℃軽減。

１ユニットにつき緑化面積４㎡と固定されているため、設

計・積算も簡単に出来る。

②壁面タイプ
直付柱を用いる事により、壁面への穴あけを最小限に抑え

建物への負担を軽減したタイプ。

高さは 2.8m と 3.9m の２種類がある。

③フェンスタイプ
高さは 1.2m 〜 3.4m（3.4m サイズは特注）までラインナッ

プされている。

また、メッシュ内に設置する緑化付着材をオプションとし

て用意。つる性植物が緑化付着材に根を張る事により、早

期緑化を実現する。

緑化
屋上緑化・壁面緑化

四国化成工業（株）

グリーンシェード

設計・特注営業課
東北・北海道　022-374-4110　 　中 国　086-245-3811
首　都　圏　03-3451-4117　　 四 国　0877-58-5211
中　　　部　052-705-0115　 　九 州　092-431-4111
近畿・北陸　06-6339-4976

屋上タイプ

フェンスタイプ

壁面タイプ

 画像ダウンロードサービス　https://download.shikoku.co.jp/
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緑化・校庭緑化
芝刈機

ハスクバーナ・ゼノア（株）

芝刈機

〒 350-1165 川越市南台　１－９
マーケティング部
TEL：049-243-3062　FAX：049-243-3310

　ハスクバーナ社（本社スウェーデン）は、ロボット芝刈機 AutomowerTM ( オートモア ) を

1995 年に発売して以来、芝生管理の最も信頼できるパートナーの地位を長い時間をかけて確立

しました。現在、世界 NO.1 の販売台数を誇るロボット芝刈機の世界的リーダーです。

　日本では GPS を搭載し最大作業領域 5,000㎡ の AutomowerTM 450X と最大作業領域 3,200㎡の

AutomowerTM 430X 他 6 機種を好評発売中。AutomowerTM ( オートモア ) は、工場や学校の芝刈

りだけでなく、果樹園や太陽光発電所の草刈りにも活躍しています。曜日毎に稼動させる時間

をタイマーセットすれば、あとは黙々と働いてくれます。

校庭緑化は、ハスクバーナの芝刈り商品にお任せください

※価格は本体のみです。バッテリー、
　充電　器は別途お買い求めください。

https://www.husqvarna.com/jp/　　デモ実施中！ HP よりお気軽にお問い合わせください。

AutomowerTM 450X
バッテリー リチウムイオン 18V ／最大稼動領域 5,000㎡ 
+/-20 % ／モータータイプ ブラシレス DC ／本体乾燥重
量 13.9kg ／カミソリ状 3 枚刃／刈幅 240mm ／刈高 20 〜 
60mm ／許容傾斜角 24°／騒音レベル ( 保証値 )59dB(A) ／最
大使用時のエネルギー消費 (1 ヶ月 )：23kwh

AutomowerTM 430X
バッテリー リチウムイオン 18V ／最大稼動領域 3,200㎡ 
+/-20 % ／モータータイプ ブラシレス DC ／本体乾燥重
量 13.2kg ／カミソリ状 3 枚刃／刈幅 240mm ／刈高 20 〜 
60mm ／許容傾斜角 24°／騒音レベル ( 保証値 ）58dB(A) ／
最大使用時のエネルギー消費 (1 ヶ月 ) : 20kwh

プロ用エンジン式ローンモア
LC551VBP
エンジン：Kawasaki FJ180KAI
排気量： 179cm3 刈幅：510mm 　　　　
刈高：26-74mm の 6 段階調整　　
質量：53kg 　速度 : 2.8 ‒ 5.0km/h　集草　
カゴ容量：65ℓ 排出方法：集草 /
BioClip®( オプション )/ 後

価格 ( 税抜 )：179,000 円

操作性がよく、際まで楽に刈り込める
ライダー R216 2WD-1/AWDsw91
刈取装置：ロータリー式 3 枚刃
( 後方排出またはバイオクリップ )
(AWDsw91 は集草機付き）
駆動方式：二輪駆動 / 四輪駆動
排気量：500cm3 ／出力：9.6 kW
刈幅：940mm ／刈高：25 〜 75mm
価格（税抜）：691,000 円 / 1,191,000 円

環境にやさしく、簡単に使える
バッテリーローンモア 
LC141iV
バッテリー： 36V Li-ion
刈幅：410mm ／刈高：25-75mm
集草カゴ容量：50ℓ
速度：3 ‒ 4.5km/h
価格（税抜）：68,000 円※※


