


参考耐用年数
10年 あり PET 不織布約2ミリ

厚み 透水性 材質 構造

とにかくしっかり雑草を抑えたい！

とことん草なしシート

高い防草効果の秘密は遮光率の高さと構造にあります。
遮光率は99.9％以上。雑草の生長に必要な光をしっかり遮断すること
で、雑草の生長を抑えることができます。
それでも、残った力でシートを突き抜けようとする強力な雑草も存在
します。とことん草なしシートはウラ面が硬い高密度な不織布になっ
ているため、針のように鋭い雑草の芽でもシートを突き抜けることが
できません。
このウラ面の劣化を防ぐのが、オモテ面の軟らかい不織布。
バランスのとれた2層構造が長期間にわたって雑草を抑えます。

むき出しで敷く場所のシートに迷ったらコレ！

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

これがあればシートが敷ける
ピンセット

組み合わせ自由
シート単品

円

円

円

円

円

円

円

円

16,870

29,880 23,790

44,16052,040

9,625

19,250

38,500

U型ピン（中）100本
とことんシール100枚付1m×12.5ｍ

1m×25ｍ

2m×25ｍ

U型ピン（中）150本
とことんシール150枚付 U型ピン（中）150本付

U型ピン（中）200本付U型ピン（中）200本
とことんシール200枚付

とことんシール使用事例

参考耐用年数
10年 あり PET 不織布約2ミリ

厚み 透水性 材質 構造

とにかくしっかり雑草を抑えたい！

とことん草なしシート
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参考耐用年数
7～10年 あり PET 不織布約0.65ミリ

厚み 透水性 構造材質

お庭のお掃除をラクにしたい！

とことん防草シートライト

お手入れラクラクの決め手は、その表面。
シート表面がサラサラなので、落ち葉や砂ぼこりが溜まりにくく、溜まってもホウキで簡単に掃き取
れます。堆積物の溜まりやすい平地、生垣や植木のある場所におすすめです。

厚みは薄くても密度の高い不織布なので、針のように鋭い雑草の芽でもシートの下から突き抜けるこ
とはできません。表面に特殊加工を施し、むき出しで敷いても7年以上の防草効果が発揮できるよう
になりました。
シートの上に何ものせずに使用するのはもちろん、シートの上に砂利や人工芝などをのせてイメージ
チェンジすることもできる、万能タイプの防草シートです。

落ち葉や砂ぼこりが溜まりにくい！

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

全てそろって固定力UP
ピン + 座金セット

これがあれば
シートが敷ける

ピンセット

円27,800

円52,190

円29,460

円54,960

円23,040

円44,380

円18,480

円36,960

U型ピン（中）150本
ピンシール150枚付

U型ピン（中）150本
座金150枚付

U型ピン（中）
150本付

U型ピン（中）
250本付

U型ピン（中）250本
ピンシール250枚付

U型ピン（中）250本
座金250枚付

1m×30ｍ

2m×30ｍ

参考耐用年数
7～10年 あり PET 不織布約0.65ミリ

厚み 透水性 構造材質

お庭のお掃除をラクにしたい！

とことん防草シートライト

お手入れラクラクの決め手は、その表面。
シート表面がサラサラなので、落ち葉や砂ぼこりが溜まりにくく、溜まってもホウキで簡単に掃き取
れます。堆積物の溜まりやすい平地、生垣や植木のある場所におすすめです。

厚みは薄くても密度の高い不織布なので、針のように鋭い雑草の芽でもシートの下から突き抜けるこ
とはできません。表面に特殊加工を施し、むき出しで敷いても7年以上の防草効果が発揮できるよう
になりました。
シートの上に何ものせずに使用するのはもちろん、シートの上に砂利や人工芝などをのせてイメージ
チェンジすることもできる、万能タイプの防草シートです。

落ち葉や砂ぼこりが溜まりにくい！

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

全てそろって固定力UP
ピン + 座金セット

これがあれば
シートが敷ける

ピンセット

円27,800

円52,190

円29,460

円54,960

円23,040

円44,380

円18,480

円36,960

U型ピン（中）150本
ピンシール150枚付

U型ピン（中）150本
座金150枚付

U型ピン（中）
150本付

U型ピン（中）
250本付

U型ピン（中）250本
ピンシール250枚付

U型ピン（中）250本
座金250枚付

1m×30ｍ

2m×30ｍ



低コストで広い面積を対策したい！

大面積専用草なしシート

ホームセンターなどでよく売られているポリプロピレン製の織布シートは安価であることが特徴ですが、
実は弱点が2つあります。1つは太陽光の熱で収縮してしまうこと、もう1つは織り構造（たて糸とよこ
糸を交互に組み合わせた構造）のために隙間から雑草が突き抜けやすいことです。

当店の織布シートはあらかじめ熱処理加工を施すことで、太陽光が当たった際の縮みを最小限に抑えてい
ます。繊維の太さが均一で、織りが密なため隙間が少なく、高い遮光率を実現しています。
コストを抑えながら広い面積を防草するのに優れたシートです。
日本製より更に安価な海外製もご用意いたしました。

２～３年でボロボロになるシートとは違う！

参考耐用年数
8～10年 約0.3ミリ

厚み
あり

透水性
織布
構造

PP
材質

※海外製は、ピン打設時の目印となる黄色のライン部分に関しまして、現場状況により8年以内に劣化する場合がございます。

これがあればシートが敷ける
ピンセット

組み合わせ自由
シート単品

円27,040
円52,390

円47,260

円85,620

円26,510
円51,310

円46,200

円83,490

円20,050
円38,370

円33,200

円64,680

円19,510
円37,290

円32,120

円62,520

円9,900
円19,800

円

超強力！

19,800

円39,600

円9,350
円18,700

円18,700

円37,400

U型ピン（中）300本
PPテープ1巻付

U型ピン（中）550本
PPテープ2巻付

U型ピン（中）400本
PPテープ2巻付

U型ピン（中）750本
PPテープ3巻付

U型ピン（中）
300本付

U型ピン（中）
550本付

U型ピン（中）
400本付

U型ピン（中）
750本付

1m×50ｍ

1m×100ｍ

2m×50ｍ

2m×100ｍ

超強力！超強力！

全てそろって防草効果UP
ピン + PPテープセット

低コストで広い面積を対策したい！

大面積専用草なしシート

ホームセンターなどでよく売られているポリプロピレン製の織布シートは安価であることが特徴ですが、
実は弱点が2つあります。1つは太陽光の熱で収縮してしまうこと、もう1つは織り構造（たて糸とよこ
糸を交互に組み合わせた構造）のために隙間から雑草が突き抜けやすいことです。

当店の織布シートはあらかじめ熱処理加工を施すことで、太陽光が当たった際の縮みを最小限に抑えてい
ます。繊維の太さが均一で、織りが密なため隙間が少なく、高い遮光率を実現しています。
コストを抑えながら広い面積を防草するのに優れたシートです。
日本製より更に安価な海外製もご用意いたしました。

２～３年でボロボロになるシートとは違う！

参考耐用年数
8～10年 約0.3ミリ

厚み
あり

透水性
織布
構造

PP
材質

※海外製は、ピン打設時の目印となる黄色のライン部分に関しまして、現場状況により8年以内に劣化する場合がございます。

これがあればシートが敷ける
ピンセット

組み合わせ自由
シート単品

円27,040
円52,390

円47,260

円85,620

円26,510
円51,310

円46,200

円83,490

円20,050
円38,370

円33,200

円64,680

円19,510
円37,290

円32,120

円62,520

円9,900
円19,800

円

超強力！

19,800

円39,600

9,350
18,700

18,700

37,400

U型ピン（中）300本
PPテープ1巻付

U型ピン（中）550本
PPテープ2巻付

U型ピン（中）400本
PPテープ2巻付

U型ピン（中）750本
PPテープ3巻付

U型ピン（中）
300本付

U型ピン（中）
550本付

U型ピン（中）
400本付

U型ピン（中）
750本付

1m×50ｍ

1m×100ｍ

2m×50ｍ

2m×100ｍ

超強力！超強力！

全てそろって防草効果UP
ピン + PPテープセット



見た目よく雑草を防ぎたい！

砂利下専用草なしシート
注目度

����

施工は簡単。土の上に砂利下専用草なしシートを敷いて、その上に砂利をのせる
だけ。砂利でシートが隠れて見えなくなるため、シートを敷いていないくらい景
観が良くなります。砂利の間に溜まった砂ぼこりから雑草が生えてしまっても、
高密度な不織布のため雑草の根はシートを貫通できません。

土まで根が通らないため、つまんで簡単に引き抜くことができます。
また、シートがあるため砂利が土の中に埋まって目減りする心配もありません。
一度の手間でずっと綺麗に保てます。
車の乗り入れがある場所には、強力タイプをご利用ください。

砂利を敷く場所なら迷わずコレ！
※シート上に砂利や人工芝を敷かない場合の参考耐用年数は約5年。※砂利はセットに含まれません。

参考耐用年数

半永久 約0.4ミリ
（ノーマルタイプ） （強力タイプ）

約0.6ミリ

厚み

あり
透水性

不織布
構造

PET
材質

大頭釘50本
ピンシール50枚付 大頭釘50本付

大頭釘50本付

大頭釘50本付

大頭釘50本付

大頭釘50本
ピンシール50枚付

大頭釘50本
ピンシール50枚付

大頭釘50本
ピンシール50枚付

円13,760

円24,730

円20,290

円37,780

円12,260

円23,470

円18,930

円36,810

円11,550

円23,100

円18,425

円36,850

これがあればシートが敷ける
ピンセット

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

組み合わせ自由
シート単品

見た目よく雑草を防ぎたい！

砂利下専用草なしシート
注目度

����

施工は簡単。土の上に砂利下専用草なしシートを敷いて、その上に砂利をのせる
だけ。砂利でシートが隠れて見えなくなるため、シートを敷いていないくらい景
観が良くなります。砂利の間に溜まった砂ぼこりから雑草が生えてしまっても、
高密度な不織布のため雑草の根はシートを貫通できません。

土まで根が通らないため、つまんで簡単に引き抜くことができます。
また、シートがあるため砂利が土の中に埋まって目減りする心配もありません。
一度の手間でずっと綺麗に保てます。
車の乗り入れがある場所には、強力タイプをご利用ください。

砂利を敷く場所なら迷わずコレ！
※シート上に砂利や人工芝を敷かない場合の参考耐用年数は約5年。※砂利はセットに含まれません。

参考耐用年数

半永久 約0.4ミリ
（ノーマルタイプ） （強力タイプ）

約0.6ミリ

厚み

あり
透水性

不織布
構造

PET
材質

大頭釘50本
ピンシール50枚付 大頭釘50本付

大頭釘50本付

大頭釘50本付

大頭釘50本付

大頭釘50本
ピンシール50枚付

大頭釘50本
ピンシール50枚付

大頭釘50本
ピンシール50枚付

円13,760

円24,730

円20,290

円37,780

円12,260

円23,470

円18,930

円36,810

円11,550

円23,100

円18,425

円36,850

これがあればシートが敷ける
ピンセット

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

組み合わせ自由
シート単品



※芝桜はセットに含まれません。

参考耐用年数
10年 約1ミリ

厚み
あり

透水性
織布+不織布

構造
PP+PET

材質

防草をしたいけれど緑も楽しみたい方は、透水性バツグンのこのシート。
土の中の栄養を雑草に奪われないことで、育てたい植物だけを健やかに育て
ることができます。
シートと相性の良い植物は、株を横へ横へとのばして増え広がる芝桜です。
土の上にらくらく草なしシートを敷いたら、シートに植穴をあけて、芝桜の
苗を植えます。
シートで雑草を抑えるので芝桜が育ちやすい環境をつくってあげることがで
き、草取りも最低限でOK。
植物は生き物なので、シートを敷くだけに比べるとお手入れの手間やコスト
はかかります。

楽なのに美しい雑草対策の王道！

しかし、ずらっと花が咲き並んだ様子は圧巻で、地域の景観形成や教育活動にも
採用していただいています。

これがあればシートが敷ける
ピンセット

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

組み合わせ自由
シート単品

円13,750

円24,090

円41,360

円19,250

円35,100

円7,288

円14,575

円29,150

U型ピン（中）100本
ピンシール100枚付

U型ピン（中）150本
ピンシール150枚付 U型ピン（中）150本付

U型ピン（中）200本付U型ピン（中）200本
ピンシール200枚付

花を植えてキレイにしたい！

らくらく草なしシート

※芝桜はセットに含まれません。

参考耐用年数
10年 約1ミリ

厚み
あり

透水性
織布+不織布

構造
PP+PET

材質

防草をしたいけれど緑も楽しみたい方は、透水性バツグンのこのシート。
土の中の栄養を雑草に奪われないことで、育てたい植物だけを健やかに育て
ることができます。
シートと相性の良い植物は、株を横へ横へとのばして増え広がる芝桜です。
土の上にらくらく草なしシートを敷いたら、シートに植穴をあけて、芝桜の
苗を植えます。
シートで雑草を抑えるので芝桜が育ちやすい環境をつくってあげることがで
き、草取りも最低限でOK。
植物は生き物なので、シートを敷くだけに比べるとお手入れの手間やコスト
はかかります。

楽なのに美しい雑草対策の王道！

しかし、ずらっと花が咲き並んだ様子は圧巻で、地域の景観形成や教育活動にも
採用していただいています。

これがあればシートが敷ける
ピンセット

全てそろって防草効果UP
ピン + シールセット

組み合わせ自由
シート単品

円13,750

円24,090

円41,360

円19,250

円35,100

円7,288

円14,575

円29,150

U型ピン（中）100本
ピンシール100枚付

U型ピン（中）150本
ピンシール150枚付 U型ピン（中）150本付

U型ピン（中）200本付U型ピン（中）200本
ピンシール200枚付

花を植えてキレイにしたい！

らくらく草なしシート





円100本入 5,830

円100本入 5,830 円50本入 1,100

100本入 150本入

200本入

円3,520 円5,2805,280
円7,040

防草シートを敷く時の必須材料『ピン』。
当店のピンは全て鉄製。鉄だからこそ折れない！錆びるからこそ抜けにくい！

せっかく防草シートを設置しても、必ず雑草が発生する場所があります！
未然に防いで防草効果をアップさせましょう！

軟らかい

硬い地面に！ 砂利下専用！

円100本入 8,800
ピンの効きが悪い軟らかい地面や、
ピンが刺さりにくいやや硬い地面にオススメ 砂利や人工芝、ウッドチップなど

を載せるまでにシートがズレるの
を防ぎます。

直径9mmと太いので、ピンが刺
さりにくい、硬い地面にオススメ

直径6mm×長さ250mm

シートの規格ごとに必要な本数が異なります。ピンの固定方法について詳しくは10ページをご覧ください。
固定本数が少なすぎると、シートめくれの原因にもなりかねませんのでご注意ください。
1m×25m規格のシートでピン150本、1m×50mで300本、1m×100mで550本、2m×25mで200本、2m×50mで400本、
2m×100mで750本。※砂利下では、長さ25mのシートに対して50本。

円100セット入 3,300

円50本入 5,980

円25枚入 1,210

円100セット入 7,700

アスファルト固定ピンセット コンクリート固定ピンセット

円100本入 5,830

円100本入 5,830 50本入 1,100

100本入 150本入

200本入

円3,520 円5,2805,280
円7,040

防草シートを敷く時の必須材料『ピン』。
当店のピンは全て鉄製。鉄だからこそ折れない！錆びるからこそ抜けにくい！

せっかく防草シートを設置しても、必ず雑草が発生する場所があります！
未然に防いで防草効果をアップさせましょう！

軟らかい

硬い地面に！ 砂利下専用！

円100本入 8,800
ピンの効きが悪い軟らかい地面や、
ピンが刺さりにくいやや硬い地面にオススメ 砂利や人工芝、ウッドチップなど

を載せるまでにシートがズレるの
を防ぎます。

直径9mmと太いので、ピンが刺
さりにくい、硬い地面にオススメ

直径6mm×長さ250mm

シートの規格ごとに必要な本数が異なります。ピンの固定方法について詳しくは10ページをご覧ください。
固定本数が少なすぎると、シートめくれの原因にもなりかねませんのでご注意ください。
1m×25m規格のシートでピン150本、1m×50mで300本、1m×100mで550本、2m×25mで200本、2m×50mで400本、
2m×100mで750本。※砂利下では、長さ25mのシートに対して50本。

円100セット入 3,300

円50本入 5,980

円25枚入 1,210

円100セット入 7,700

アスファルト固定ピンセット コンクリート固定ピンセット



※大面積専用草なしシートにはご利用いただけません。

※大面積専用草なしシートにはご利用いただけません。

円50枚入 1,837

円1巻 6,230

円1巻 7,425

円1本 2,354

※大面積専用草なしシートにはご利用いただけません。
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円1巻 8,250

円50枚入 2,310

防草シートに貼った後

目立たないテープが欲しい
！

お客様の声から目立たないテープを開発しました！
仕上りがとっても綺麗です！

テープを貼った場所が
どうしても目立ってしまいます。

とことん草なしシートの
最強アイテム

新
商
品
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立花尚美様

ヨッコ様

東拓也様

bb様

Taro様

使用商品 とことん防草シートライト
娘の新築の家の庭に人工芝を張りたいとのことでし
たので、とことん防草シートライトを敷いた上に人工
芝をはりました。 斜めの土地だったので、半端な部分
の芝目をそろえるのがたいへんでした。苦労のかいあ
って緑の美しい人工芝がいやされます。

使用商品 大面積専用草なしシート
今年から稲作をやめることになった田んぼに、「大面積専用草なしシート
セット2m×100m」を4セット購入し、3月初旬に張りました。 
広さは約8アール、大人3人1日がかりで大変でしたが、説明書を参考に満
足いく出来栄えに仕上がりました。

使用商品 らくらく草なしシート
賑やかに庭を彩ってくれて
毎年楽しみです。

使用商品 らくらく草なしシート
ドッグラン用地を購入しましたが、雑草ボーボー
の土地に防草シートを張りました。 人工芝より綺
麗に保持出来て、チクチクしないので犬も走りや
すそうです。

使用商品
発電所全体を『とことん草なしシート』と『とことん防草シートライト』で覆
いました。 斜面など日当たりが良い部分は、『とことん草なしシート』、モ
ジュール下など影になる部分は、『とことん防草シートライト』で覆いまし
た。支柱部分も切り抜いて施工し、仕上がりのキレイさも追求してありま
す。

とことん草なしシート、とことん防草シートライト
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このほかにも
お客様のお声や活用事例がたくさん！ みなさまのお声をお聞かせください！

お寄せいただいた写真やコメントは
すべて読ませていただき励みとなっ
ております。ご意見を反映しながら
よりよいものを作ってまいります。

事例投稿
はこちら

お客様
の声

活用
事例

before

田島智秀様

けいちゃん様

ハルのお庭様

よしくん様

ララミ様

使用商品 大面積専用草なしシート
約50年親が放置して巨木が育ってしまった100坪の土地を、木を
伐採、伐根、整地してから雑草が生えて荒れないよう、大面積専用
草なしシートを設置しました。 ゴールデンウィークに一人で3日間
かけて設置し、近くに宿泊施設も無いため車中泊！キャンプ気分で
楽しく作業し、これまで落ち葉などで迷惑を掛けていた近隣の人に
も喜んでもらいました。

使用商品 らくらく草なしシート
植木の間、通路に敷いたところ雑草とりがなくなり大変楽になりました。 いちごはらくらく草
なしシートに切り込みを入れて昨年植え替えたところ今年は花が沢山咲き大きな実が出
来つつあります。いちごに水やりしてもシートのお陰で泥跳ねが無くてきれいないちごが収
穫出来そうです。楽しみ！

使用商品 とことん草なしシート

自宅の家庭菜園スペースに防草シートを敷きました。 
before-afterを見てもすっきりしたのがわかります。 
家族みんながきれいになったのを気に入っているので
さらに手を入れていきます。 もう雑草に悩まされませ
ん。良い商品を提供していただきありがとうございまし
た。

使用商品 とことん草なしシート

とことん草なしシートフルセット・
ウレタッチ・シールで仕上げました。
 
毎週の草むしりから解放されました！

使用商品
砂利下専用草なしシート

雑草をどうにかしたくて
YouTubeやネット検索しながら
ほぼ一人でやってみました。
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こんなに使いやすい！ 新機能マイページ

ネット会員になると嬉しい特典が♪

こんなに使いやすい！ 新機能マイページ

ネット会員になると嬉しい特典が♪



かんたんネット会員登録♪

2～3分で完了します！

注文方法が分からない方へ
3通りの商品の探し方を紹介します！

このページの左下にある
QRコードからも登録できます。

ページの上部にある
人のマーク　 を
タップします。

下に進むと、「会員登録」
と書かれたボタンが出て
きます。

タップした先のページで
必要事項を入力し、

「登録」をタップ。

この画面が出たら
会員登録完了です。

スマホ画面　上部

パソコン画面　右上

スマホ画面　右上

パソコン画面　右上

スマホでQRコードを
読み込む方法

Webサイト上部にある
検索窓に商品名を入力して
検索する方法

Webサイト右上から
条件で探す方法

欲しい商品のページにある
QRコードを読み込んでくだ
さい。

赤枠で囲った欄にキーワードを入れて
検索してください。（商品名を知っている
方にオススメの方法です。）

スマホは　　マークをタップ、
パソコンは赤枠で囲った見出しを
クリック。

会員登録をする方は
こちらのQRコードから


