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養生シリーズ

養生シート

品　番 品　名 規格寸法 出荷ロット

ブルーシート

ブルークロス

クラフトクロス

ボール紙クロス

タイガーマット

10本

特注品

（ミラマット2mm＋青色ポリ）×1,000mm幅×30m巻

（ミラマット2mm＋青色ポリクロス）×1,000mm幅×30m巻

（ミラマット1mm＋クラフトクロス）×1,000mm幅×50m巻

（ミラマット2mm＋クラフトクロス）×1,000mm幅×30m巻

（ミラマット1mm＋中芯ボールクロス）×1,000mm幅×50m巻

（ミラマット2mm＋中芯ボールクロス）×1,000mm幅×30m巻

（ミラマット3mm＋PEフィルムトラ印刷）×1,000mm幅×20m巻

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

MLボード 〔材料：ハード（ポリプロピレン）、ソフト・ノンスリップ（ポリエチレン）〕

品　種 厚み 規格寸法 出荷ロット

1.5mm

2.5mm

10枚

5枚

910×1820mm

ハード（PP）
・

ソフト（PE）
ノンスリップ

（片面ノンスリップ）

タフボード（ミラプランクレイヤー） 〔材料：発泡ポリエチレン〕

色 規格寸法 梱包（ポリ）

白

厚み

20mm

30mm

40mm

50mm

60mm

15枚

10枚

7枚

6枚

5枚

1000×1200mm

キャプロン 〔材料：ポリエチレン〕

品　番 粒高 規格寸法気泡径 出荷ロット

約4mm

約10mm

10mmφ

30mmφ

＃101

＃105

＃305

5本

1本

1200幅×42m巻・200ｍ巻

1200幅×84m巻

養生用ミラスティック  〔材料：発泡ポリエチレン〕

品　番 色 規格寸法 出荷ロット梱包（ケース）

青

緑

緑

2ケース
レギュラーサイズ ： 内径 約80φ×1700mm

キングサイズ ： 内径 約110φ×1700mm

キングサイズ ： 内径 約125φ×1700mm

Y-1B

Y-2G

Y-3G

※ご要望に応じて、カット加工も可能です。 

※ご要望に応じて、カット加工も可能です。120×1000×2300mm程度まで対応可。

※ご要望に応じて、カット加工も可能です。

※ご要望に応じて、カット加工、製袋加工も可能です。

エアープランク 〔材料：ポリエチレン〕

規格寸法 梱包（ポリ）厚み

約20mm

約40mm

約60mm

15枚

7枚

5枚

1100×1200mm

※受注生産品。ご要望に応じて、カット加工も可能です。

●上記以外のサイズについては、お問い合わせください●

50本

40本

30本

ミラスティック“ハツリカバー”  〔材料：発泡ポリエチレン〕

品　番 色 規格寸法 出荷ロット梱包（ケース）

白 3ケース

鉄筋19・22φ用：内径約26φ（外径38φ）×1000mm

鉄筋25・29φ用：内径約33φ（外径43φ）×1000mm

鉄筋32・35φ用：内径約39φ（外径49φ）×1000mm

H-1

H-2

H-3

200本

150本

養生用Pボード  〔材料：発泡ポリプロピレン〕

品　番 品　名 規格寸法 出荷ロット梱包（ケース）

養生用Pボード 2ケース
8倍発泡（柔） ： 3mm厚×910×1820mm

2.5倍発泡（硬） ： 3mm厚×910×1820mm

M-9

M-11
20枚

PPキャプロン  〔材料：ポリプロピレン〕

品　番 色 規格寸法 出荷ロット梱包（ケース）

白 2ケース
柔 ： 約3mm厚×1000×2000mm

硬 ： 約3mm厚×1000×2000mm

009L

015L

使用上の注意 この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維および多くの合成樹脂製品同様に燃焼します。

養生シート 養生用ミラスティック

キャプロン タフボード（MPL）

養生用Pボード

ハツリカバー エアプランク

MLボード

PPキャプロン

御用命は下記特約店まで

ホームページ  https://www.co-jsp.co.jp
第一事業本部 産業資材事業部

FAX 03-6212-6349

FAX 011-231-7850

FAX 022-266-9583

FAX 052-962-3252

FAX 06-6264-7912

FAX 092-474-1796

TEL 03-6212-6343

TEL 011-231-2681（代）

TEL 022-262-3271（代）

TEL 052-962-3225（代）

TEL 06-6264-7902

TEL 092-411-6854（代）

本 社

札 幌 営 業 所

仙 台 営 業 所

名古屋営業所

大 阪 営 業 所

福 岡 営 業 所

東京都千代田区丸の内3-4-2（新日石ビル）

札幌市中央区北3条西1-1（サンメモリアビル）

仙台市青葉区一番町2-4-1（仙台興和ビル）

名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル）

大阪市中央区本町1-6-16（いちご堺筋本町ビル）

福岡市博多区博多駅東1-12-17（五幸ビル）

〒100-0005

〒060-0003

〒984-0811 

〒460-0003

〒541-0053

〒812-0013 

40枚

20枚



ブルーシート

ブルークロス

クラフトクロス

ボール紙クロス

タイガーマット

養生Pボード

MLボード

用途に合わせた豊富なバリエーション用途に合わせた豊富なバリエーション

JSPの養生シリーズ

シボ加工だから
キズが目立たない！！
シボ加工だから
キズが目立たない！！

ミラマット(MM）にブルーシー
トを貼り合わせ、防水性・緩衝
性を備えた養生シートのスタ
ンダードタイプ。

ポリクロスを貼り合わせ強度
アップ。防水性・緩衝性に優れ
た養生シート。

ポリクロスとクラフト紙を貼り
合わせ防水性・緩衝性を強化
した養生シート。

ポリクロスとボール紙を貼り
合わせ、より耐久性・防水性・
衝撃性を強化した養生シート。

危険防止と緩衝性を兼ね備え
たトラマーク表示養生シート。
［特注品］

耐水性、耐油性、耐衝撃性、耐
久性に優れ、軽量で現場断裁加
工も容易。作業効率を高める板
状発泡養生ボード。

《ＭＬボード》は中芯部にリサイクル原料を配合し、ＪＳＰ独自の多
層化技術によって実現したプラスチックボード。
特に片面ノンスリップタイプは、施工性
に優れています。

養生用ミラスティック
開口枠、柱、ドア、手すり、サッシ
部分の養生用に強いグリップ力
と緩衝性を兼ね備えた養生用カ
バーの決定版。

タフボード
トラックのスペーサーに最適。
サイズフリーだから長尺対応もOK。
積荷をしっかりガード。

エアプランク
ナイロン構造なのでエアー抜けしにくく、
折り・曲げが可能。また超軽量なので扱い
やすく輸送時の緩衝当て材に最適。

PPキャプロン
気泡緩衝材《キャプロン》が
PPになって新登場。軽量、剛
性、緩衝性に優れています。

ハツリカバー
杭頭縁切材。吸水性がほ
とんどなく、コンクリートと
の剥離性も良好。

キャプロン
長年ご愛好いただいている定番品、
気泡緩衝材《キャプロン》。

▶重量物の輸送時の床養生材として最適

▶耐久性に優れ、水洗いもでき

　繰り返しの使用もOK

優れた緩衝性で、積荷を衝撃などから保護

柔軟性があり、曲げても割れない

▶優れた緩衝性で、積荷を衝撃などから保護

▶柔軟性があり、曲げても割れない

▶軽量だから取り扱いやすい

▶方向性がなく折り曲げが自由自在

▶気泡が密で平面荷重に強い

▶加工性に優れ、壁面や保護養生に最適

キャプロンの積層タイプ

扱いやすく経済的

▶キャプロンの積層タイプ

▶扱いやすく経済的

包装・梱包材として、また保護養生材として

　引越、物流に最適

▶包装・梱包材として、また保護養生材として

　引越、物流に最適

ワンタッチで鉄筋への取付が可能

燃やしても有害ガスの発生なし

▶ワンタッチで鉄筋への取付が可能

▶燃やしても有害ガスの発生なし

壁 その他

ワンタッチで施工可能

耐衝撃性、耐久性に優れ、

　養生部位を安全に保護

使用箇所に合わせて簡単に

　カット可能

非常に軽く、また一般ゴミとして燃やしても

　ダイオキシンなど有毒ガスの発生なし

▶ワンタッチで施工可能

▶耐衝撃性、耐久性に優れ、

　養生部位を安全に保護

▶使用箇所に合わせて簡単に

　カット可能

▶非常に軽く、また一般ゴミとして燃やしても

　ダイオキシンなど有毒ガスの発生なし

柱・枠床

コンクリート縁切材
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