
農業資材総合案内カタログ

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/)

農業資材総合案内の

nogyoshizai sogo-2010-0000

■ 製造元

【東京本社営業所】
【名古屋本社営業所】
【札 幌 営 業 所】
【仙 台 営 業 所】
【北 関 東 営 業 所】
【高 崎 営 業 所】
【横 浜 営 業 所】
【松 本 出 張 所】
【静 岡 営 業 所】
【北 陸 営 業 所】
【滋 賀 営 業 所】
【大 阪 営 業 所】
【広 島 営 業 所】
【福 岡 営 業 所】

〒102-0076 東京都千代田区五番町６番地２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1条１０丁目１－１０
〒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
〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目９番５０号 第３三高ビル2F
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目１１番１１号長者町デュオビル３Ｆ
〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2番33号
〒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
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
〒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
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目２２－１８

TEL：03-3288-3231
TEL：052-483-1031
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0480-53-9261
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981
TEL：0263-88-5284
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-710-5231

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0480-53-9262
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-88-5285
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-36-3930
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-710-5230

TM

OFFICE/営業所
■ 販売元

エコポカプチ®、プチプチ®、アルミプチ®、プラパール®、くうきとともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。

プラパール®製の箱は、軽くて丈夫で水にも強く、農業資材に
最適です。通いにすれば、コスト削減にも繋がります。
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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。

※ サイズ、仕様、加工等、お客さまのご要望に応じて対応いたします。詳しくは、弊社担当営業までお問い合わせください。

■使用実績：いちご・葡萄・バナナ・キウイ・梨・みかん・柿・スイカ・トマト
 トウモロコシ・ ニンニク・カイワレ・椎茸・生花・切り花　他 ■使用実績：いちご・りんご・アスパラガス・トマト・チューリップの球根　他

■使用実績：いちご・バナナ・胡蝶蘭　他 ■使用実績：植木の輸送用　他

アルミは、

保冷効果
も抜群！

発泡ポリエチレンネット

他にも色々あります

発泡ポリエチレンシート

発泡スチロール
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カット
■農産物出荷用資材

小分けにするだけで衝撃から守ることができます。過剰包装を
防ぎ、作業効率アップにも繋がります。

原反・スリット
ロール状だから、様々な梱包・輸送形態に対応できます。
大きなものでもグルッと包めます。

箱

袋
箱や容器のサイズに合わせたカット品は、野菜や果物の上下
に敷くと、くうきの力で、衝撃からやさしく守って傷み防ぎます。

穂先をダメージから防ぎます

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。

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。

W900×D600×H30mm φ24mm　64穴 8×8
定植穴サイズサイズ 穴の配列

5ｋｇ用　 W235×D310×H345mmサイズ

Ｗ495×Ｄ384×Ｈ275mm 

※ サイズは外寸です。

※ サイズは外寸です。

サイズ

銀コート抗菌水耕パネル

アスパラ箱

※大阪府立環境農林水産総合研究所　研究成果報告書より

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。
重たい箱を持ち上げることなく水抜き作業ができ、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。



黒マルチにオススメ

プチプチ®に黒いフィルムをラミネート。安心なポリエチレン製です。
新芽など必要以上に太陽光を浴びせたくない場合に活躍します。
プチプチ®の保温効果で、遮光と保温を両立します。フィルム以外
にも寒冷紗や発泡シートもラミネートできます。

■層構成 透明フィルム

空気層
黒フィルム

プチプチ®本来の役割である緩衝性能と、エコポカプチ®のような保温（保冷）性能の、
ふたつを組み合わせることで、色々な使い方ができます。

▲ バナナをプチプチ®で
個別包装

▲ いちご出荷包装時の下敷きに ▲ びわの傷防止に

▲ 段ボールの保温用に。
左右に広がった
プランターの苗なども…

四方に棒などをたてて、
プチプチ®をかぶせると…

プチ風除け&温室
の完成！

▲ 出荷時にあんしん！

果物等を
個別に包装すれば
衝撃から護り、
安心して

出荷できます！

■果物出荷時の緩衝用途 ■バナナの個別包装

■段ボールの保温用途■プランター栽培の風除け

TM

熱伝導率（W/m・K）

■熱伝導率グラフ（熱の伝わりやすさの比較）
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アルミプチ® 建材アルミプチ®

アルミプチ®は、空気密封による
保温性とアルミによる輻射熱の反
射により、薄い素材でも熱伝導率
が低く、高い断熱効果があります。

空気密封

アルミ

アルミ

＜両面 アルミプチ®＞

輻射熱

【使用銘柄】アルミプチ®：d40L アルミ蒸着1Ｆ、建材アルミプチ®：Wプチ242Lアルミ箔FBB、プチプチ®：d40L

遮光性、保温、保冷効果に優れたアルミがラミネートされた、
プチプチ®です。
輻射熱を反射する効果があり、夏場のビニールハウスや畜舎な
どに内張りすることで、温度上昇を抑えられます。
また、収穫箱や出荷箱の大きさに合わせた保冷袋も作れます。
他にも反射フィルムとして利用するなど、工夫次第で様々な用途
に使用可能です。

▼面ファスナー付角底袋

▲出荷箱にアルミプチ®をセッティング！

出荷箱に入れれば
そのまま保冷箱として

使えます！

アルミ × プチプチ®

TM

角袋などに加工すれば
より高い機能性を発揮します！

TM

TM

1.手切れ性にすぐれ、取り扱い作業性が良い。
2. エコポカプチ®の接着性が抜群。
3. 耐久性、耐候性に優れています。
　 1シーズン使用可能。
4. 透明性が良い。

カットエースG  製品仕様
色：ナチュラル
幅 ：80mm　 厚み：0.14mm 　長さ：10m／ 20m　
入数：36巻／箱
粘着力：対 SUS 2000g/25mm
　　　　対 PEシート 1000g/25mm
ボールタック：15

用途：農業用フィルム破れ補修用一般

カチッ
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鶏舎にもエコポカプチ®内張り風景

便利なミミつき取付かんたん！

ハウス栽培のための、保温内張り材です。
3層プチプチ®の空気層が、高い断熱性能を実現しました。
軽量で取り付けが楽なミミ付。土との馴染みが良いので、　密閉性も高くなり、
燃料費の削減に大いに役立ちます。
平行線透過率が低く、拡散透過率に優れたエコポカプチ®は、日陰を抑制するので、
ハウス栽培に最適です。断熱性能は他社農業用フィルムの 1.7 倍。耐候剤添加※

により、製品寿命も大幅に向上しました。
標準タイプの他に、ハンドリング性能が高いスリムタイプを揃えたラインナップです。

特許登録番号 第４２８９４３７号プチプチ®製農業用保温内張り材

※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。

プラパール®は、キャップとよばれる円柱状の凸凹したシートを上下から平たいシート
で挟んだ、軽量で剛性に優れたプラスチックボードです。
燃やしても、ダイオキシンや塩化水素などの有毒ガスが発生しないポリオレフィン製な
ので、環境にやさしく、リサイクル性にも優れています。

エキスパンドメタルに比べ、プラパール®はポリ
プロピレン（ＰＰ）製のため、軽量で錆びや腐食
の心配がありません。また、表面に凹凸が無く高
い水平レベルを保てます。

プラパール®
給水マット

防根シート

底面給水栽培使用例

■３層品
キャップを上下２枚のシートで挟んだ
３層構造の最もスタンダードなタイプ

■２層Ａタイプ
キャップとバックのみの２層構造で、
表面が凸状のタイプ

■２層Ｂタイプ
ライナーとキャップのみの２層構造
で、表面が凹凸状のタイプ
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