
ザバーン防草シート＋植栽オープナー工法 施工例 ４年 ８カ月経過写真（昭和記念公園）

【ザバーン防草シート】
　ザバーン防草シートは、米国デュポン社が開発した特殊な
スポンバンド不織布の強靭なシートである。寸法安定性、強
度、透水性、耐候性に優れ、貫通力の強いスギナ、チガヤ等
のイネ科の雑草にも対応する（350および240タイプに限る）。
また、GFワッシャーを併用することでピン固定部からの雑
草抑制とシートの保護を行い、施工後の維持管理費の軽減、
経済性・安全性・周辺環境等の向上に貢献する。

　また、シート敷設面に植栽を施す際は開口部からの雑草が
問題となるが、ザバーン防草シートは、専用部材の植栽ワッ
シャーテープを併用することで目的の植物だけを健康に生育
させることができる。さらに、専用穴あけ機「植栽オープナー」
を使用することで、シートの穴あけと土の掘り出しを同時に
行うことができ、工期の短縮も期待できる。

●使用実績　国土交通省、都市再生機構、地方自治体、
　　　　　　JR東日本、民間等

【RCF防根・防竹シート】
　RCF防根・防竹シートは、樹木・竹の区別なくあらゆる
植物の根に対応する根茎調節用シートである。
　デュポン・ザバーン防草シートを基盤に両面ポリプロピレ
ンコーティングを施しており、有害な化学薬品を一切使用せ
ず、植物の根茎を物理的に抑制する。
　使用用途としては、緑地帯や植栽帯、道路脇、農地、河川
の護岸、民地、構造物の保護、埋設物の保護など根茎の侵入
により被害を受ける場所で高い効果を発揮する。

　上記写真は、徳島県立農林水産試験場にて、 １年 ６カ月の
試験施工の検証結果である。竹の地下茎はシートに接触後、
方向を変えシートに沿って成長していた。シートの貫通など
は見られず抑制できていることが確認できた。

●使用実績　国土交通省、宮内庁、都市再生機構、
　　　　　　地方自治体、民間等

法面での施工事例 高速道路での施工事例

 XA-350G3.0 3×20
 XA-350G2.0 2×30
 XA-350G1.0 1×30
 XA-240G2.0 2×30
 XA-240G1.0 1×30
 XA-136G2.0 2×50
 XA-136G1.0 1×50
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ザバーン350グリーン

品名 品番 仕様（ｍ） 厚さ（㎜）

ザバーン240グリーン

ザバーン136グリーン

１ 年 ６ カ月経過後の竹の根の様子

品名 品番 仕様 厚さ

RCF防根・防竹シート

RCF４２０・０５１０ ５０cm×１０m巻

０．６９mm

RCF４２０・０５２０ ５０cm×２０m巻
RCF４２０・１０１０ １ m×１０m巻
RCF４２０・１０２０ １ m×２０m巻
RCF４２０・１５１０ １．５m×１０m巻
RCF４２０・１５２０ １．５m×２０m巻
RCF４２０・２０１０ ２ m×１０m巻
RCF４２０・２０２０ ２ m×２０m巻

RCF防根テープ RT‐１０００ １０cm×１０m巻

Ⓒ道の駅　常陸大宮・かわプラザ
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株式会社グリーンフィールド
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植生用材

ザバーン防草シート
NETIS登録番号：（旧）TH-080009-VR・QS-190013-A・（旧）KK-120059-A

RCF防根・防竹シート
NETIS登録番号：（旧）TH-100007-VR

土木資材 公園資材
掲載年 ●
掲載月 ●

ザバーン防草シート＋植栽オープナー 施工例

［拠点］本社（紫波郡、TEL.019-613-6663）、北日本営業部（紫波郡、TEL.019-671-
3310）、東日本営業部 第一（柏市、TEL.04-7199-3770）、東日本営業部 第二（柏市、
TEL.04-7192-6606）、中部営業部（一宮市、TEL.0586-52-6602）、関西営業部（明石市、
TEL.078-939-4130）、九州営業部（福岡市、TEL.092-292-0035）
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コンクリート壁厚

ブチルゴム

離型紙

保護フィルム

鉄板芯材
（0.4㎜）

ブチルゴム

保護フィルム ブチルゴム 鉄板芯材（0.5㎜） ブチルゴム 基材

保護フィルム

【サンタックスパンシール】

反応接着型非加硫ブチルゴム系止水板
・生コンクリートとスパンシールが反応接着により一体化す
ることにより高い止水機能を発揮する。

・ゴム基材のため、緩衝性と躯体の温度変化による膨張収縮
に追従性がある。

・主成分のブチルゴムは、耐候性、耐アルカリ性および耐水
性に優れている。

【サンタックスパンシール誘発目地材】

止水機能を兼ね備えた誘発目地材
・鉄筋被り部に誘発目地材（A部材）を設けるため、コン
クリート表面の化粧目地へひび割れを集中できる。

・A･BL部材・断面欠損鋼板の組み合わせにより、４．０mを
超える壁厚でも５０％以上の断面減少率を確保することがで
きる。

NETIS 登録番号：（旧）HR‐９９０００５‐VE 活用促進技術指定品

止水板

サンタックスパンシール
サンタックスパンシール誘発目地材

NETIS 登録番号：（旧）HR‐９９０００５‐VE
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資料請求先 東京支店 TEL（０３）３６４２‐１１８０ FAX（０３）３６４３‐６２８８

東京支店 （０３）３６４２‐１１８０

大阪支店 （０６）６３８６‐６５３２

名古屋営業所 （０５２）２１１‐３４４４

福山営業所 （０８４）９５４‐７８０１

福岡営業所 （０９２）５１１‐３９１４

仙台営業所 （０２２）３５３‐０２３５

「スパンシール」施工例 「スパンシール誘発目地材」クラック発生状況

BL‐２５０／３５０ BL‐１００／２００

【打ち継ぎ止水材】 ●A部材 地下壁式構造物 使用例

■貫通管、鋼材止水
●Wタイプ（鉄板入）

●Rタイプ（芯材ナシ）

●BL部材

●WTタイプ（鉄板入・先固定タイプ） ●RGSタイプ

その他の製品

【アクアマット】 【サンタックゴム止水板】 【サンタック可とうジョイント】
●コンクリート湿潤養生マット EXP用止水板 大変位追従型止水板

●耐震用
HO‐１００
（耐震用止水可とう継手）

Sタイプ（スラブ等の水平面用）
NETIS 登録番号：（旧）CG‐０６０００５‐VE 【うるおんマット】

コンクリート保温＆湿潤養生マット

HOK‐１００
（耐震改修工法）
沈下１００mmタイプ

Sタイプ
（擁壁等の水平面用）
NETIS 登録番号：CG‐０９００２４‐VE

Rタイプ（擁壁等の鉛直面用）
NETIS 登録番号：（旧）CG‐０６０００１‐VE

土木資材／一般土木資材

－特集‐55－

（旧）CG‐090024‐VE
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止水板

サンタックスパンシール
サンタックスパンシール誘発目地材
NETIS登録番号：（旧）HR-990005-VE

土木資材 一般土木資材
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