
登録番号　No.260・No.261
No.281・No.282

日本バイオプラスチック認定商品

植物由来のバイオポリエチレン人工芝

日本バイオプラスチック協会認定品
（公財）日本サッカー協会ロングパイル人工芝製品検査完了品

繊維土木開発部

スポーツ施設部

産業資材事業部

施 工 実 績

バイオターフ 標準価格
<テニスコート用>

<サッカー・多目的用>

＊色は上記以外も対応いたしますのでご相談ください。

（材料・工事費込み)

シリーズ

No. KT-160011-A
品　番 材　質 形　状 バイル長 バッキング材 製品巾 長　さ 参考価格

・DS-19B バイオポリエチレン モノテープ 19mm SBRラテックス 3.66m 指定長 11,000 円 /㎡

・DS-25B バイオポリエチレン モノテープ 25mm SBRラテックス 3.66m 指定長 12,500 円 /㎡

＊色：ライトグリーン，ダークグリーン

品　番 材　質 形　状 バイル長 バッキング材 製品巾 長　さ 参考価格

・DS-55MB バイオポリエチレン モノフィラメント 55mm SBRラテックス 4.05m 指定長 14,000 円 /㎡

・DS-60MB バイオポリエチレン モノフィラメント 60mm SBRラテックス 4.05m 指定長 15,500 円 /㎡

＊色：ライトグリーン，ダークグリーン



登録番号　No.260・No.261
No.281・No.282

日本バイオプラスチック認定商品
バイオターフ　（DS-19B・DS-25B・DS-55MB・DS-60MB）
は日本バイオプラスチック協会（JBPA）の「バイオマスプ
ラマーク」を取得しています。
「バイオマスプラマーク」は従来の石油系樹脂に植物由来樹
脂を 25％以上含み、JBPA が定める基準に適合するバイ
オマスプラスチック製品であると認められたものに使用でき
るマークです。
石油系樹脂の節約、および焼却時の炭酸ガス排出量の低減
に効果があるといわれています。

植物由来のバイオポリエチレン人工芝

バイオマスプラスチックの環境循環地球環境に配慮した
２つの効果

ポリエチレン1kg 生成から焼却までのCO2 排出量の比較

テニスコート用タイプの耐摩耗性の比較

サッカー・多目的用タイプの耐摩耗性の比較

原糸の耐候性の比較

① 従来の石油資源の代わりにサトウキ
ビを使用するので、有限資源の消費
削減につながります。

② 光合成によって CO2 を吸収する植物
を材料としているので、温室効果ガ
スの排出削減の効果があります。

ブラジルで製造された植物由来のバイオポリエチレン 1kg を日本に輸送し、製品として
使用後に焼却処分した場合、CO2 換算した温室効果ガス排出量は1.35kg。石油由来と
比較して70％強の削減効果があります。

※ カーボンニュートラルの考え方では、大気中の CO2 を吸収して光合成により生育した植物が、燃
焼・分解によって排出するCO2量は、吸収量と同じであると計算されます。

性能も兼ね備えた環境商品

バイオターフ は、地球環境に配慮した製品でありながら、
従来の製品と同等以上の性能を備えています。

バイオポリエチレン 石油由来ポリエチレン

＊耐候性試験条件
　　・JIS L 0891準拠／試験機 キセノンウェザーメーター

＊引張強度試験条件
　　・JIS L 0891準拠／試験機 島津製オートグラフ　　　
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バイオターフ DS-60MB 当社従来品

石油由来ポリエチレン

バイオポリエチレン

【リスポート摩耗試験機：走行回数10万回後】　当社調べ

バイオポリエチレン 石油由来ポリエチレン 石油由来ポリプロピレン 石油由来ナイロン

同レベル

バイオターフ DS-19B 当社従来品

【リッソン摩耗試験後の損傷状態：走行回数700回後】　一般社団法人 ケケン試験認証センター調べ

同レベル

【テーバー摩耗試験後の摩耗減量（摩耗輪H38、回数１万回）】　一般社団法人 ケケン試験認証センター調べ

試験前 試験後 試験前 試験後

バイオポリエチレン

62mg

石油由来ポリエチレン

78mg

石油由来ポリプロピレン

121mg

石油由来ナイロン

70mg

同レベル

バイオターフ DS-19B 当社従来品
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