
スマホで「花ペディアⓇ」（下記）が見られて同価格「QRラベルTM」 豊島区新市庁舎 豊島の森（東京都）　※フルオーダー品

製品・サービス概要
1  ．サイン（標識）の設計・制作・点検・調査・改修
2  ．植物名ラベルの制作・設計・リニューアル・同定調査
3  ．サイン連動型多言語案内Web アプリ「QRサインせん
せ」を使った ITサインでの非接触多言語案内・解説サー
ビス

１ ．公共サイン（標識）
　 設計・納品実績は33の国立公園をはじめ全国 3万件。「環
境サインⓇで地域の安全と文化・歴史・自然環境を次世代
に伝え残す」をミッションに、最新の IT技術と連動する多
言語での地図案内・自然や史跡解説・注意や誘導標識シス
テムを開発・構築。JIS 規格に準拠した防災・多言語・ユ
ニバーサルデザイン要素を踏まえて提案。サイン専門メー
カーならではの多様な事例。創業50年の設計ノウハウとコ
ンテンツを駆使して、オーダーメイド品にも迅速に対応。

２ ．Abocラベル（樹名板／植物名ラベル）
　 「正確な樹名板」のデファクトスタンダードとして50年の
実績を持つパイオニアブランド。納品実績は全国450万件。
専門機関「植物名称研究所」が監修し、新分類体系と「国
際栽培植物命名規約」などの国際ルールに準拠、自然公園・
大学・植物園の学習教材として業界最多の実績。取り付け
やすく外れにくい特許構造をさらに改良、「強度 2倍・取
り付け時間半分」にグレードアップ。

３ ．国内最大・ 4万種のWeb植物辞典「花ペディアⓇ」がQR
ラベルから見られる（2022年 4 月 多言語解説スタート）

 （https://www.abocj.jp）

製品の種類
●サイン（標識）
　 多言語案内・誘導・園名（記名）・解説・注意サイン・掲示板・
防災 /災害時避難誘導・ハザードマップ・ユニバーサル /
点字・展望（定点サイン）・モニュメントサイン・クイズ
サイン・遊び場安全サインなど
●ラベル（樹名板）
　 解説QRラベルTM・でか字ⓇQRラベルTM（角 /
楕円）・カラー絵入り花ラベル・記念樹ラベル・
多言語解説・イベント用ラベルなど

用　途
1  ．観光地・公園緑地などでの避難誘導・案内・解説（多言語）
2  ．名所旧跡・文化財・歴史的建築物の解説・由来・記念碑
3  ．登山道・ハイキングコース・緑道・海岸・水辺・自然観
察地・保護地の自然解説・案内・誘導・環境啓蒙・注意
4  ．街路樹・保存樹・植栽植物の解説・啓蒙
5  ．公園施設・遊具・防災公園の使い方解説・利用案内注意
6  ．街区・駅前・病院・介護施設の解説・利用案内

問合せ相談・公開情報
各種電子カタログをWeb サイトで公開中。カタログ郵送・
見積・事例・図面などの請求は、各営業所かWeb サイトへ。
パートナー（取扱店）募集中。詳しくは各営業所へ。
　　

　      サイン・ラベルは
（一社）日本公園施設業協会公園
施設賠償責任保険制度に加入・

（一社）日本標識工業会の自主管
理防災標識を推進しています。
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株式会社アボック社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-13
TEL 0467-45-5119 　FAX 0467-45-6591
URL https://www.aboc.co.jp/
mail aboclabel@aboc.co.jp
［拠点］東京営業所（TEL.03-6205-4456）、大阪営業所（TEL.06-6942-8466）、仙台営業
所（TEL.022-393-8374）、東北営業所（TEL.019-622-4520）

公園用案内板

サイン・樹名板（植物名ラベル）
Abocサイン・Abocラベル

土木資材 公園資材
掲載年 ●
掲載月 ●

スマホで「花ペディアⓇ ルベラRQ「格価同てれら見も）英語（」 TM」

サイン・樹名板（植物名ラベル）
Abocサイン・Abocラベル
多言語デジタルガイド
QRサインせんせ

［拠点］東京営業所（TEL.03-6205-4456）、大阪営業所（TEL.06-6942-8466）、関東広域
営業所（TEL.048-658-9021）、東北営業所（TEL.019-622-4520）

製品・サービス概要
1 ．サイン（標識）の設計・制作・点検・調査・改修
2 ．植物名ラベルの制作・設計・リニューアル・同定調査
3 ．サイン・GPSマップ連動型多言語案内Webアプリ「QR 
サインせんせ」を使ったITサインでの非接触多言語案内・
解説サービス

１ ．公共サイン（標識）× ICT
　設計・納品実績は９割の国立公園をはじめ全国 3 万件。「環
境サイン®で地域の安全と文化・歴史・自然環境を次世代
に伝え残す」をミッションに、最新の IT 技術と連動する多
言語での地図案内・自然や史跡解説・注意や誘導標識シス
テムを開発・構築。JIS 規格に準拠した防災・多言語・ユ
ニバーサルデザイン要素を踏まえて提案。サイン専門メー
カーならではの多様な事例。創業 52 年の設計ノウハウとコ
ンテンツを駆使して、オーダーメイド品にも迅速に対応。
２ ．Aboc ラベル（樹名板／植物名ラベル）
　「正確な樹名板」のデファクトスタンダードとして 52 年の
実績を持つパイオニアブランド。納品実績は全国 450 万件。
専門機関「植物名称研究所」が監修し、新分類体系と「国
際栽培植物命名規約」などの国際ルールに準拠、自然公園・
大学・植物園の学習教材として業界最多の実績。取り付け
やすく外れにくい特許構造をさらに改良、「多言語解説サー
ビス付き（下記）・強度 2倍・取り付け時間半分」にグレード
アップ。
３ ．QRラベルTMは英語解説も見られて同価格

製品の種類
●サイン（標識）× ICT（多言語デジタルガイドシステム）
　多言語案内・誘導・園名（記名）・解説・注意サイン・掲示板・
防災/災害時避難誘導・ハザードマップ・ユニバーサル/
点字・展望（定点サイン）・モニュメント・クイズサイン・
遊び場安全サインと多言語案内システム「QRサインせんせ」
●ラベル（樹名板）
　解説 QR ラベルTM・でか字® QR ラベルTM（角/
　楕円）・カラー絵入り花ラベル・記念樹ラベル・
　多言語解説サービス・クイズ／イベントラベル

用　途
1 ．観光地・公園緑地などでの避難誘導・案内・解説（多言語）
2 ．名所旧跡・文化財・歴史的建築物の解説・誘導・記念碑
3 ．登山道・ハイキングコース・緑道・海岸・水辺・自然観
　察地・保護地の自然解説・案内・誘導・環境啓蒙・注意
4 ．街路樹・保存/記念樹・植栽植物の多言語解説・啓蒙・案内
5 ．公園施設・遊具・防災公園の使い方解説・利用案内注意
6 ．街区・駅前・病院・介護施設の解説・誘導・利用案内

問合せ相談・公開情報
各種電子カタログをWeb サイトで公開中。カタログ郵送・
見積・事例・図面などの請求は、各営業所かWeb サイトへ。
パートナー（取扱店）募集中。詳しくは各営業所へ。
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概 要

「バイオバリヤー」は、ポリプロピレン不織布に、植物の
根の成長をコントロールする成分を含有するペレットを固着
させたシート状の資材である。
地中に埋設するだけで、樹木や草の根を害することなく、

長期にわたって根の侵入を阻止するバリヤーになる。
アメリカで開発され、既に多くの実績を持つ「バイオバリ

ヤー」は、一歩先を行く都市計画、造園計画に役立つ。
バイオバリヤー

「根の侵入を植物を枯らすことなく阻止」「数十年に
わたる効果」「容易な施工」といった利点がある。

特 長

１．構築物を保護し、緑も守る
特殊ポリマーカプセルにより徐々にリリースされる有効成
分には植物を故殺する作用はなく、根や地下茎の伸長を抑
制することにより、別の方向に伸長させる。

２．効果は長時間にわたり一定
特殊ポリマーの組み合わせによって数十年にわたって継続
的にコントロールするよう計算し開発（除放性技術）。

３．環境にも安全
「バイオバリヤー」の成分の環境・動物に対する安全性、
あるいは食用・有用植物に対する安全性は、世界主要国で
承認されている。土壌中および地下水等での安全性につい
ては、米国・EPA（環境保護庁）により、安全性が認可
されている。

施工方法

●施工はいたって容易
保護する埋設物に対してシートを垂直、または水平に設置
し埋没するだけ。シートは裁断・折り曲げ自在なのでいた
って容易に施工可能（竹の施工に際しては事前に要相談）。

竹の場合 1ｍ以上離して施工すること

荷 姿

製品規格（幅×長さ）
・約１m×約３０m
・約０．５m×約３０m

植生用材

バイオバリヤー

株式会社ニッソーグリーン 〒１１０‐０００５ 東京都台東区上野３‐１‐２
TEL（０３）５８１６‐４３５１ FAX（０３）５８１６‐４３５５

電子メール h.enomoto@ns-green.com

ホームページ http://www.ns-green.com

資料請求先 営業一部 TEL（０３）５８１６‐４３５１FAX（０３）５８１６‐４３５５担当：榎本 裕之

植栽根の歩道への侵入例 公園内の樹木による歩道への根茎侵害を防ぐ垂直施工例
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株式会社ニッソーグリーン
〒110-0005　東京都台東区上野3-1-2
TEL 03-5816-4351　FAX 03-5816-4355
URL http://www.ns-green.com
mail ホームページ内の問い合わせフォームより
［資料請求先］営業一部（TEL.03-5816-4351、FAX.03-5816-4355、担当：佐久間 勉）

植生用材

バイオバリヤー

土木資材 公園資材

高い結着性 良好な発芽・生育

概　要
　緑化促進・法面侵食防止工事に特化した土壌侵食防止剤
「デンカコート」は、保水性・通気性に富む固結層を形成し、
風雨などによる急激な土壌の侵食を防止する。

散布対象
1  ．法面緑化
2  ．道路、河川、埋立・造成地
3  ．メガソーラー
4  ．山腹崩壊地
5  ．山林、公園、干拓地
　　ニーズに合わせた多彩な用途に利用可能。

【液体タイプ デンカコート「D-480」】
特　長

1  ．施工後、素早く固結層を形成し、風雨などによる急激な
侵食を防止。
2  ．保水性・通気性・弾力に富んだ固結層は、植物の生育に
最適。
3  ．扱いやすい低粘度の「D-480」は作業効率を向上させる。

【粉末タイプ デンカコート「DP-850」】
特　長

1  ．土壌中の水分により素早く固結層を形成し、侵食を防止。
2  ．保水性・通気性・弾力に富んだ固結層は、植物の生育に
最適。
3  ．液体タイプと比べ、少量で侵食防止効果を発揮、液ダレ
もなく廃棄も容易。

使用方法
＜法面緑化工事 「D-480」および「DP-850」代表使用法＞
●種子吹付工法
　 水、ファイバー肥料・種子を混合し、デンカコートを加え、
ハイドロシーダーで吹付ける。
●厚層基材吹付工法（エアー圧送吹付）
　 植生材料（人工土壌、肥料、種子）移送中のベルトコンベ
ア上にデンカコートを散布する。吹付機内で固練り後エ
アーで圧送し、ガンを取り付けたホースから吹付けを行う。
土壌が乾燥している場合は必要に応じ加水すること。
●客土吹付工法（ポンプ圧送吹付）
　 吹付機の混合層に水・ファイバー・ピートモス・バーク堆
肥・土・デンカコートを投入、攪拌した後、種子・肥料を
加えてスラリー状とし、ポンプで圧送吹付ける。

●厚層基材吹付工の例

●価格

490円／㎏
2,000円／㎏

D-480（液体タイプ）
DP-580（粉体タイプ）

20㎏／箱
10㎏／箱

単価 荷姿
※価格は積算価格

●性状と標準使用量

40～80ｇ /㎡
4～6ｇ /㎥
6～10ｇ /㎥

使用量

検出せず安全性

物性値

1～２㎏ /㎥
―

―

（Hg,Cr,Cd,Pb）

外観
粘度（30℃）
比重（g/㎤）
重金属

種子吹付工法
厚層基材吹付工法
客土吹付工法

検出せず

乳白色液体
100～1,000mPa・ｓ

1.05～1.07

白色粉末
―

0.40～0.55（嵩比重）

D-480 DP-850

土木資材／公園資材／商F‒59

土
木
資
材

デンカ株式会社
〒103-8338　東京都中央区日本橋室町2-1-1
TEL 03-5290-5551　FAX 03-5290-5080
URL https://www.denka.co.jp/product/detail_00003/
mail dk010232@denka.co.jp
［資料請求先］スチレン・化成品部（TEL.03-5290-5551、FAX.03-5290-5080）

植生用材

緑化・侵食防止剤
デンカコート

土木資材 公園資材
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