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体育館・武道館
耐震・超軽量システム天井

旭ビルト工業（株）

システム天井工法、他
本 社 〒 144-0052 東京都大田区蒲田 4-32-8 
TEL.03-6715-9994　FAX.03-6715-9996
大 阪 〒 664-0851 兵庫県伊丹市中央 1-5-14-201
TEL.072-785-6662　FAX.072-785-1261
担当 阪口 Email:m-sakaguchi@a-blt.co.jp

https://premium.ipros.jp/a-blt/

2㎏/㎡以下にもかかわらず、壊れない！落ちない！化粧グラスウール超軽量システム天井SLC工法

震度6強以上の加振102回に耐えた耐震耐久性能！（3次元振動台実験）

天井面構成部材重量

2kg/㎡以下の超軽量システム
天井は次のステージへ！

超軽量天井 SLC-FH工法実施例

2㎏/㎡以下にもかかわらず、壊れない！落ちない！化粧グラスウール超軽量システム天井SLC工法

筑波大学講堂

震度6強以上の加振102回に耐えた耐震耐久性能！（3次元振動台実験）

天井面構成部材重量

2kg/㎡以下の超軽量システム
天井は次のステージへ！

安全な天井を目指して！
　旭ビルト工業㈱は、1972 年の創業以来、体育館、プール、映
画館、工場等の大空間の天井に吸音性、断熱性に優れた化粧グ
ラスウールの天井設置工事を専門的に手がけてきました。革新的
な技術により部材点数を大幅に削減することで、強度を落さずに
2kg/㎡以下を実現しました！

安全性の実証
　2018 年５月、京都大学防災研究所の
強震実験室において、阪神淡路大震災
の神戸波、東日本大震災の芳賀波、築
館波、熊本地震の益城波前震、本震、
中越地震の小千谷波の計６波を朝９時
半から16時半まで丸一日、連続加振した３次元振動台実験では、
６波×17回 =102回！震度６強以上の加振に耐え、下地の破損、
歪み、天井板の脱落等全くありませんでした！

　バレーボール衝突実験では、天井面２m直下から
練習用マシンにて40km/h から70km/h まで
10k 毎に各 3 回、同じ天井板に衝突させて耐え
ることができています。Tバーフレームについては
MAX100km/hでも損傷はありませんでした。

3次元振動台実験

意匠性の追求
　化粧グラスウールの表皮材シートに色や柄を追加。グレー、黒、
ベージュや木目柄、石目柄など多様なニーズに対応できる新天井
板を開発！この表皮材は強度も
優れており新体操のバトンにも
対応します。アルミTバーをR
加工して曲面天井も可能！プー
ル用天井板も用意しておりま
す！
さらに！目地のフレームが見え
ないフレームハイド工法を開
発！2kg/ ㎡ 以
下であっても意
匠性に妥協しな
い、どこにでも
設置できる安心
安全な天井を目
指します。

３次元振動台実験

学校施設の非構造部材の耐震化や熊本地震の震災復旧工事など全国各地で採用され、実績は200件以上！
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体育館
客席・ステージ・間仕切

コトブキシーティング（株）

移動観覧席・収納ステージ・電動間仕切
教育施設本部
東京営業部   〒101-0062  東京都千代田区神田駿河台 1-2-1
TEL：03-5280-5602
関西営業部   〒530-6015  大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー15F
TEL：06-4801-8270

https://www.kotobuki-seating.co.jp/
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体育館等の運動施設は、その汎用性の高さから木製床が普及しています。
ビニルシート床には備わっていない「呼吸」という【天然調湿＝空間浄化】
作用により、カビ・ダニ・ウイルスの増殖を抑え、利用者や災害時の避難
者に【健康】【リラックス】【温もり】等の効果を与えてくれます。

調湿作用や空調等の影響による乾燥が原因で木材が伸縮しますが、収縮時
は稀に小さな ” ささくれ ” が発生（写真参照）、これを放置する事で事故
に繋がります。

体育館
木質スポーツ床材 ささくれ（木部破断）を激減させる商品

ササクレス
〒 073-0157 
北海道砂川市三砂町１番地
TEL:0125-54-4330　　FAX:0125-54-4332
E-mail:stura@sorachitanpan.com

日本の森林を元気にする

大切な人をケガから守る　木質スポーツ床材。

http://www.sorachitanpan.com

樹種：アカマツ

樹種：カバ

ささくれ発生

ソラチタンパン

空知単板工業（株）
非住宅事業部

商品群：大型積層床材（Ｆ★★★★）
商品名：Ｎライナー 18( サスティナ )
　　　　【ササクレス】
樹　種：カバ・ナラ　他（表層６㎜厚）
基　材：国産針葉樹合板 
寸　法：t18㎜ × ｗ140（135） × Ｌ1,800
仕　上：無塗装品（現場塗装仕上げ）

怪我・事故を未然に防ぐ為には、

①室内環境を整える（体育施設の推奨温湿度）

②日常点検、適切なメンテナンスを行う
　（スポーツフロアのメンテナンス )

※インフルエンザ蔓延防止の為にも湿度管理は重要
　( 学校環境衛生基準 )

それだけでは不十分な部分を補う木製床の新しいカタチ

をご提案致します。

第３回 スポーツファシリティーズ大賞 
【スポーツ庁長官賞】 受賞 
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体育館
床

北海道パーケット工業（株）

スペシャルハイド

■東京支店　〒 166-0012　東京都杉並区和田 3-32-7
　　　　　　☎ 03（3313）4181 〜 4 FAX03（3313）4034
■本 社☎ 0138（49）5871 ■大 阪☎ 06（6327）1231 〜 2
■仙 台☎ 022（219）3621 ■水 戸☎ 029（305）0311
■札 幌☎ 011（746）0711 ■九 州☎ 093（965）8521

木を諦めない　合成樹脂よりも優れた木の体育館
スペシャルハイド　versionⅣ

普通張りした大型積層フローリング
表面木

基材合板

下地合板

根太

過乾燥状態での木部反り
↓

ささくれ事故の原因

スペシャルハイド Ver Ⅳ

SMH 樹脂含浸木部

基材合板

下地合板

根太

過乾燥状態※での木部反りを 1/3 に軽減
↓

経年劣化での危険性を軽減

〈概要・特徴〉隠し特殊張り工法により、ダボ無し、サンダー不要の透明感のある体育館を実現。
　　　　　　  高耐久大型積層フローリング、ＪＡＳ　F ☆☆☆☆、国内生産。

※平衡含水率が 5％以下になる環境で起こる
　現象。体育館の不具合は、複合的要因が
　あるが根本原因のため、保湿が望ましい。

■ヒート・クール・トレンチ　地熱利用の空調システム
地下数メートルからの風を室内に循環させて温度を夏涼しく
冬温かく保つ為のシステム。最近では、大規模施設、体育館
等での利用が進んでいる。同設備に対し、通常の床暖房設備
ではない為、通常製品を基本的に採用してきたが、送風によ
る復元実験 ( 自社ラボ ) を行い、平衡含水率は 5％以下になる
事を確認しました。過乾燥異常になります。今後、同設備は
省エネの観点からも大変有益であり、特に体育館の二次利用
( 避難所等 ) での有効性から、同条件で対応可能な製品の開発
を行った。

●断面図

　　　寸法安定処理、表面強硬度処理商品

体育館仕様（塗装品、着色もできます）

http://www.parquet.co.jp



便覧  98

　 

体育館
割れないスポーツミラー

（株）J. フロント建装

リフェクスミラー

〒 104-0053  東京都中央区晴海 1-8-8
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟16F・17F
☎ 03-6890-6730　FAX. 03-6890-6731

ダンス・武道の授業には軽くて割れない安全な「リフェクスミラー」が最適！！

http://www.jfdc.co.jp/refex/

【T型】 【R型】

【概要】
リフェクスミラーは、日本の技術の高さを誇る特殊フィルムミラーの為、

地震のときや誤って倒してもガラスの鏡のように割れて飛び散る心配があ

りません。軽量なので大きなサイズでも安心して使用できます。明るく鮮

明な映りと、その安全性が評価され、学校、スポーツジムや舞台などさま

ざまな分野で長年愛用されています。

【特徴】

割れないので安心安全
鏡面は特殊フィルム製なので、倒れてもガラスのように飛散しません。

軽い
重さはガラスの約 1/6 だから大きなサイズでも設置や持ち運びが簡単。

映りがきれい
高透明な極薄ポリエステルフィルムを使用しており従来の鏡より映りもク

リアで細やかな動きがはっきり確認できます。

【実　績】
各種学校、スポーツ施設、舞台他多数に 40 年の納入実績があります。新新ししいい価価格格表表

商品名 品番
サイズ

（横×縦×厚さｃ
ｍ）

重量
（ｋｇ）

RM-8 90×180×2.7 11.2

RM-9 120×180×2.7 13.2

NRM-90 90×180×2.7 11.2

NRM-120 120×180×2.7 13.2

RM-12 90×180×2.7 4.9

RM-13 120×180×2.7 6.1

新新ししいい画画像像

T型移動式
スポーツミラー
【キャスター付き】

R型移動式
スポーツミラー
【キャスター付き】

壁掛式
スポーツミラー


