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プチプチ®、エコポカプチ®、くうきとともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。■ 製造元
TM

【本社営業所】
【東京営業所】
【横浜営業所】
【大阪営業所】
【福岡営業所】
【仙台営業所】
【北関東営業所】
【北陸営業所】
【高崎営業所】
【静岡営業所】
【広島営業所】
【滋賀出張所】
【高松出張所】
【札幌事業所】

〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
〒102-0076 東京都千代田区五番町六丁目２番 ホーマットホライゾンビル４Ｆ
〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町一丁目２番 サンクレスト伊勢佐木４Ｆ
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番５号 本町サミットビル５Ｆ
〒811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３５６番地１号
〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目３番４３号 アクス原町ビル１０３
〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町大字野木９２２番地２号
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目３番１０号 大成住宅ビル７Ｆ  ７０４
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
〒761-8072 香川県高松市三条町１０９番地８号 東洋ビル２ーＡ
〒007-0824 北海道札幌市東区東雁来 4条 1丁目２番３９号

TEL：052-483-1031（代）
TEL：03-3288-3231（代）
TEL：045-260-2981（代）
TEL：06-6245-2851
TEL：092-957-0031
TEL：022-292-6261
TEL：0280-57-4981
TEL：076-222-8411
TEL：027-340-2421
TEL：054-205-3121
TEL：082-836-7431
TEL：0748-32-0292
TEL：087-868-9262
TEL：011-374-1601

FAX：052-483-3351
FAX：03-3288-3232
FAX：045-260-2980
FAX：06-6245-2850
FAX：092-957-0030
FAX：022-292-6260
FAX：0280-57-4980
FAX：076-222-8421
FAX：027-340-2420
FAX：054-205-3120
FAX：082-836-7430
FAX：0748-32-0292
FAX：087-868-9263
FAX：011-374-1683

OFFICE/営業所
■ 販売元

●軒高の低い小型ハウス用に
●イチゴなどの枕用に
●隙間埋めや継ぎ足し用に

ｄ３７Ｌ／耐候性／Ｆエコポカ

巻長さ銘柄名 幅 ミミ 印刷

50M
100M

400mm
600mm なし なし

取 付 方 法

水稲育苗使用例

エコポカプチ®を引き出す。

ハウスフレーム

ミミ部

1

つなぎ目例（出入口をつくる）

テープ

出入口

重なりを広く
取るのがコツ

4 つなぎ目例（ステープラで固定する）

ステープラ

ステープラや
テープ等でつなぐ

重なりを
持たせる

5必要に応じて
固定する。3

防曇剤の効果

防曇剤を入れることで、水滴落下を防ぐことが出来ます。
これにより、水滴内の菌が原因とされる作物の病気を防ぐこと
が出来ます。また、水滴の付着による光透過率の低下を抑え
ることで、作物の生育に大きく貢献します。

軽くて保温力のあるエコポカプチ®は育苗の保温シートに最適です。
マキエースとの組み合わせで、毎日の巻き取り作業も楽になります。

※受注生産品です。　納期等、詳細は担当営業者にお問い合わせください。

（オプション）

防曇剤なし 防曇剤あり

CO2排出量低減！
暖房コストを大幅削減

川上産業株式会社は、農林水産知的財産ネットワーク会員です
（農林水産知的財産ネットワーク http://www.aff-chizai.net/)

ユーザー様の声

エコポカプチ®の特徴である、高い保温性と採光性が、ヒナの飼
育時の暖房効率アップに大きく貢献し、燃料費などの削減につな
がります。
開放形の鶏舎では風が入ることも防ぐので、特にお勧めです！

鶏舎使用例

銀コーティング発泡スチロールパネルは、銀の抗菌効果により植
物根のパネル内への侵入を抑制し、また、藻の発生も抑制します。
これにより、植物の病害感染の拡大を防止します。

900×600×30mm φ24mm　64穴 8×8
定植穴サイズサイズ 穴の配列

銀コート抗菌水耕パネル

※大阪府立環境農林水産総合研究所　研究成果報告書より

●反転防止装置（ラチェット）が付いていますので、1人作業でもフィルムを整列させながら
巻取りできます。
●フィルムを持ち上げずに被覆できますので、設置作業も楽に行えます。

便利な巻き取り機もあります！

ＭＡ-24Ｅ 2,700mm
920mm

2,400mm 9.6kg
ＭＡ-30Ｅ 3,450mm 3,000mm 13.5kg

全幅型式 全高 巻取有効幅 重量

※エコポカプチ®の幅・巻き数によっては対応できない場合もございます。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

強度にも優れ、数年お使いいただけます。
夜～朝の気温の下がる時間帯に被せてご使用されることにより、成長が早くなり
ます。また、燃料費の節約にもなり、ボイラー設備の無いハウスにもお勧めです！

アスパラガスのための、輸送用容器です。
品質劣化しにくいよう、立て輸送でのガサつきがない設計になっています。
板ばね構造なのでサイズ違いにも対応でき、スぺーサーなどの部材が不要です。

アスパラ箱

5ｋｇ用　 W235×D310×H345mmサイズ

※ サイズは外寸です。

ブロッコリーのための、輸送用容器です。
融水を排出するために容器の底が緩やかな勾配で、水抜き栓が
付いています。
融水を排出することで、内容物の鮮度が保たれます。

ブロッコリー箱

栓を箱に取り付けたまま、
融水を排出できます。

Ｗ495×Ｄ384×Ｈ275mm 
※ サイズは外寸です。

サイズ

暖房効率を上げ、
燃料コストを削減！
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TMTM

軽量 3層品 ミミ付 耐候剤入り

印 刷印 刷 フ
レ
ー
ム

エコポカ®

地  面

２０cm

地面に対し20ｃｍ位
余裕を持たせると、
断熱性が高まります。

ミミ部分とハウスフレームに引っ掛けて、パッカーや
クリップ等で固定する。2

ミミ部

印刷面
●文字が読める側が外側
●読めない面が室内側

パッカーパッカー
印刷入り! ミミ付で便利！

特許登録番号 第4289437号

神奈川県 菊地農園
菊地様

他社の断熱シートよりも、ハウスの壁際が暖かく、結露が少ないので作業服
が濡れず、非常に快適にハウス内での作業を行うことができます。また、時間
経過に伴う変色や収縮が少なく、透明度の変化がほぼ無いため、ハウス内が
明るく保たれています。搬入や取り付けの際にも、想像以上にかさばらず、軽
量で、しかもミミ付きなので、楽に取り扱うことができます。ホコリもつきにく
く、切れてしまった部分から連続して裂けてしまうこともなく、非常に優れた
ハウス用断熱材です。

エコポカプチ®をお勧めします！

本紙に記載の製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。



様々なサイズに対応 エコポカプチ®実績データ

エコポカプチ®の優れた透過率

エコポカプチ®の高い断熱性能

「エコポカプチ®」は、気泡緩衝材のトップシェアを誇る川上産業が開発した
ハウス栽培のための保温内張り材です！
軽量で保温性抜群！ 驚きの断熱性能で燃料費を削減します。

取り付け楽々なミミ付。印刷入りなので、裏表もすぐにわかります。

日陰を抑制する拡散透過率が優れているので、ハウス栽培に最適！

エコポカプチ®d37L 0.045 3.6 0.080

エコポカプチ®#20L 0.034 2.2 0.065

他社農業フィルム 0.034 1.6 0.047

熱伝導率
W/（m/K）

1枚の厚さ
mm

熱抵抗値
m2・K/W品名

エコポカプチ®d37L 83.4% 54.1% 29.3%

エコポカプチ®#20L 86.2% 47.9% 38.4%

他社農業フィルム 87.7% 56.5% 31.2%

全光線透過率品名 平行光線透過率 拡散透過率

エコポカプチ®は、3層構造で、間に空気層が形成されているので、断熱性
を表す数値が農業用フィルムに対して1.7倍と優れています。燃料費の削
減に効果があります。

農業用フィルムに比べ、ハウス内に日影をつくる平行線透過率が低く、逆に
日陰を抑制する拡散透過率が同等であることから、特にハウス栽培に適し
た光を通すことができます。

【幅２,７００mm】
約14.8kg

【幅３,０００mm】
約16.4kg

【幅３,３００mm】
約18kg

【幅３,６００mm】
約19.7kg

【幅４,８００mm】
約26.2kg

ミ
ミ
部
分

印
刷
部
分

接
合
箇
所

■標準タイプ d37L／耐候性／Ｆエコポカ 100m巻の場合

当社独自の技術により、プチプチ®同士を接合し、「幅広」のラインナップを揃えました。

1,200mm

1,500mm

1,200mm

2,400mm

2,400mm

2,400mm

1,200mm

2,100mm

1,200mm

1,800mm

資材によって反射、吸収されずに通過した光の比率。
この数値が高い方がハウス内は全体的に明るい。
資材を通過した光の内、入射時と同じ方向性を持って通過した光。
この数値が高いと、ハウス内で眩しさを感じる。ハウス内で日陰を多く
発生させるため、発育のムラを招く可能性がある。
資材を通過する際、資材により屈折し、様々な方向に拡散しつつ、通
過した光の比率。この数値が高いと、ハウス内で柔らかい光を感じる。
ハウス内で日陰の発生を抑制するため、野菜の栽培に適している。

＊全光線透過率…

＊平行線透過率…

＊拡散透過率…

熱の伝わりやすさ。数値が高い方が熱が伝わりやすい。
製品の厚みは考慮しない。
熱の伝わり難さ。数値が高い方が熱が伝わり難い。製品の厚み
は考慮している。（＝厚さ／熱伝導率）

＊熱伝導率…

＊熱抵抗値…

他社農業用フィルムの場合

エコポカプチ®燃料削減データ エコポカプチ®耐候性データ

エコポカプチ®d37Lの場合

他社農業用フィルムの場合 エコポカプチ®d37Lの場合

全光線透過率

平行線透過率

拡散透過率
31.2%

87.7%

56.5%光
全光線透過率

平行線透過率

拡散透過率
29.3%

54.1%

83.4%

光

熱抵抗値
0.047 m²K/W

熱

0h 120h 240h 360h 480h

100

80

60

40

20

0

ハウス内想定
ブランク

耐候剤の添加により、従来の緩衝材用途の製品と比較して大
幅に製品寿命を向上させました。
促進耐候試験機を用い、促進時間毎の引張破断伸びを評価し
た試験結果では、暴露環境3年相当経過した後でも、促進前の
引張破断伸びの70%の伸びを維持しています。

[引張破断伸び保持率（％）]

[ 促進時間 (120h=1年相当）]
岩崎電気㈱製アイスーパーUVテスター  SUVW151を用いて測定

3年後でも
70%以上を
実現

A B
直径：約1ｍ弱 直径：約1ｍ弱

■接合箇所で半折りし、ロールになった状態で納品します。

＊ロールの形状は採り寸の都合により、左記AとBの2種類があり
ますが、形状の指定は出来かねます。予めご了承ください。

＊巻き径が非常に大きく、重量があるので、「幅広」タイプにつきま
しては、作業性の高い50M巻をお薦めします。

納品時の折り方向

※幅広タイプは受注生産となります。一週間前後で納品致します。詳細はお問い合わせください。

ｄ３７Ｌ／耐候性／Ｆエコポカ

＃２０Ｌ／耐候性／Ｌエコポカ

Φ10mm
高さ=3.5mm

Φ７mm
高さ=2.5mm

銘柄名 粒径・粒高 幅 巻長さ 耐候性能 ミミ

1,800mm

2,400mm

3,000mm

3,600mm

2,000mm

2,700mm

3,300mm

4,800mm

スリム
タイプ

標準
タイプ

50M
100M

標準仕様 標準仕様

（片側）
◎ ◎

（標準タイプ・スリムタイプ共通です）

エコポカプチ®ラインナップ

※巻径が非常に大きく、重量があるので「幅広」タイプにつきましては、作業性の高い50M巻をお薦めします。
※ この原反については、繋ぎ目がありますのでご了承ください。

熱抵抗値
0.080 m²K/W

熱

太陽光を存分に取り込む昼間の採光能力はそのままに、遠赤外線を通さない新設計で、
夜間におけるハウス外への放熱を大幅に低減！
暖房効率が大幅に改善したことにより、通常のプチプチ®との比較では、ハウス内を一定
温度に保つために必要となる燃料コストの40%削減を実現しました。

0 20 40 60 80 100

66.6

57.6

44.7

[必要燃料量（％）]

神奈川県農業技術センター計測 2008 年 12 月～2009 年 2 月
＊内張り資材を張らないハウスでの必要燃料量を100%とした場合の比較

33.1

40%
削減

プチプチ®#20L

エコポカプチ®d37L

エコポカプチ®#20L

プチプチ®d37L

※熱伝導率（JIS A 1412-2に準ずる）、１枚の厚さについては実測。
※熱抵抗値は、熱伝導率、１枚の厚さからの計算により求めています。
※各種データは2009年データに基づきます。

ミミ付
印刷入り

エコポカプチ®の仕様

エコポカプチ®のロゴ入りです。
ミミの近くの位置に入っています。
印刷面が読める方向がハウス外側です。
※印刷デザインは、予告なしに変更する場合があります。

地面に対し、20cm位余裕を持たせると、
断熱性がより高まります。
→詳しい取付方法は裏面「取付方法」をご覧ください。

TMTM
農業用保温内張り材 2015 - 20162015 - 2016

TMTM

軽量 3層品 ミミ付 耐候剤入り

標準タイプ

490mm565mm

ー75mm

スリムタイプ

d37L 粒写真 #20L 粒写真

ロール径比較

高い保温性能を確保した標準タイプは、ス
リムタイプに比べ保温性が約20%アップ。
より高い保温性能をご希望のお客様に。

標準タイプに比べ粒径・粒高を30%ダウ
ンしたスリムタイプ。
ハンドリング性能が高く、スムーズな取付
を可能にします。

※酸性の農薬を使用すると、耐候性能が無くなります。ご注意ください。

615×297mm
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