
■ 事業所一覧

札幌営業所 〒060-0031　札幌市中央区北一条東1丁目4番1（サン経成ビル6階） 
TEL│011-271-0700　FAX│011-271-0702

東 北 支 店 〒984-0051　仙台市若林区新寺1丁目2番26号（小田急仙台東口ビル8階）
TEL│022-385-5092　FAX│022-385-5093

横 浜 支 店 〒220-0004　横浜市西区北幸1丁目11番15号（横浜STビル8階） 
TEL│045-594-7401　FAX│045-594-7402

名古屋支店 〒450-6427　名古屋市中村区名駅3丁目28番12号（大名古屋ビルヂング27階）
TEL│052-569-1381　FAX│052-569-1382

北陸営業所 〒930-0004　富山市桜橋通り2番25号（富山第一生命ビル5階）
TEL│076-432-8881　FAX│076-432-8832

関 西 支 店 〒530-0003　大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ10階）
TEL│06-6344-7605　FAX│06-6344-7609

中 国 支 店 〒710-0055　倉敷市阿知3丁目14番7号
TEL│086-430-0255　FAX│086-430-0252

四国営業所 〒760-0019　高松市サンポート2番1号（高松シンボルタワー23階）
TEL│087-811-6780　FAX│087-811-6781

九 州 支 店 〒812-0025　福岡市博多区店屋町1番35号（博多三井ビルディング2号館6階）
TEL│092-283-5277　FAX│092-283-5228

那覇営業所 〒900-0015　那覇市久茂地3丁目21番1号 國場ビル11階　JFE商事（株）那覇営業所内
TEL│098-869-1577　 



JFEシビルの防球ネットポール

開放感のある空間を経済的に 工事中でも営業可能 塗装によるメンテナンスは必要なし 設置場所に合わせて継手形式を選択 周辺環境にマッチ

ご要望に合わせて自由自在。
高強度でスマートな鋼管ポールが、安全・快適な空間を創造します。

スマートでポール間隔が広い（最大
25m）ため、開放感のある空間を経済的
に演出できます。ゴルフ練習場の場合は
フェアウェイに近いものとなり、お客様
に満足していただける空間となります。

従来工法に比べ工期が短く、安全で
周辺への影響が少ない上、仮設ネット
により、工事中でも営業が可能です。

溶融亜鉛めっき仕上げや耐候性鋼材を使用
することによって、従来のような塗装の塗り
直しによるメンテナンスは必要ありません。

■ フランジ継手形式
上下部の支柱に連結フランジを
取付け、ボルトで結合する方式で
す。ネット・ワイヤーのひっかかり
防止のためカバーを取付けます。
狭小な現場に適し、住宅地に隣接
していても設置可能です。

ポールの色を自由に選択できるので、周辺の環境に違和感なく
調和させることができます。

グリーン
■ 一般塗装仕上げ

ホワイト

都留グリーンゴルフ（山梨県）

■ 溶融亜鉛めっき仕上げ

沿岸部などの腐食環境の
厳しい場所に適用します。

■ テーパー管溶接継手形式
下部の支柱上端にテーパー管を
取付け、現場溶接で結合する方
式です。200t級のクレーンで立
ち上げるため、広い作業現場に適
しており、工場製作費が低減でき
ます。

【 耐候性鋼材とは 】
大気環境においてさびの
発生が少ない性質をもつ
鋼材です。初期には普通
鋼材と同様のさびが発生
しますが、年月の経過とと
もにきわめて緻密で安定
したさびが形成され、それ
が保護被膜となって腐食
の進行を阻止する性質を
有します。塗装しなくても
使用に耐え、塗装をした場
合は塗装の寿命を長くす
ることができます。
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ナイスポール
ゴルフ練習場用　鋼管支柱

〉〉〉ゴルフ練習場の新設 〉〉〉既設防球ネットの改修・増設

●支柱高60ｍ以下
●柱間隔20〜25ｍ程度
●継 手 形 式：テーパー管溶接、フランジ継手、ナイスジョイント工法®（コンクリート充填式）
●支柱表面仕上げ：一般塗装、溶融亜鉛めっき、耐候性鋼材、粉体塗装 他

高く、広い柱間隔（20～25ｍ程度）で開放感のある空間を実現します

既設ゴルフ練習場の全面改修工事

既設ネットの部分的な嵩上げ増設

アコーディア・ガーデン福岡
（福岡市西区）

●支　　柱　　高：50ｍ×18本
●支  柱  間  隔：21.5m
●現場溶接テーパー継手
●一般塗装仕様：こげ茶

ゴルフリゾートSOGA
（千葉市中央区）

●支　　柱　　高：40〜50ｍ×18本
●支  柱  間  隔：23.5m
●現場溶接テーパー継手
●一般塗装仕様：こげ茶

OGMゴルフプラザ神戸
（神戸市北区）

●支　　柱　　高：59.5ｍ×20本
●支  柱  間  隔：25m
●現場溶接テーパー継手
●一般塗装仕様：こげ茶

東大阪ゴルフセンター（東大阪市東鴻池町）

●支 柱 高：40〜59.5ｍ×12本
●現場溶接テーパー継手
●耐候性鋼材

ふたつやゴルフガーデン
（埼玉県北本市）

●支 柱 高：50ｍ×9本
●支柱間隔：20ｍ
●フランジ継手
●耐候性鋼材

宝塚チボリ
ゴルフセンター

（兵庫県宝塚市）

●支 柱 高：50ｍ×8本
●支柱間隔：22ｍ
●フランジ継手
●溶融亜鉛めっき

ポートゴルフエポック
（愛知県名古屋市）

●支 柱 高：59.5ｍ×16本
●支柱間隔：25ｍ
●フランジ継手
●一般塗装仕様：白

クイーンズトラップ
ゴルフコース

（沖縄県中頭郡読谷村）

●支 柱 高：35ｍ×9本
●支柱間隔：20ｍ
●現場溶接テーパー継手
●一般塗装仕様：こげ茶

2ヶ月で全面改修

既設ネットの
部分的な嵩上げ改修

既設柱の高さ改修
（H20ｍ→H50ｍ）

正面部ネットの
嵩上げ増設

ゴルフコースの
ネット増設
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キャンパスポール
野球・サッカー等のグラウンド用

〉〉〉スタジアムの建設に伴ない、防球ポールと照明柱を新設 〉〉〉天井ネット吊下げ型防球ネットポール

高く、広い柱間隔（～25ｍ程度）で開放感のある空間を実現します

Ａ：タマホームスタジアム筑後
Ｂ：サブスタジアム（福岡県筑後市）

● 防球ポール：φ400〜 φ800、
　支柱高：35ｍ×46本

● 照　明　柱：φ1000〜 φ1400、
　支柱高：40ｍ×6本

駒沢オリンピック公園総合運動場（東京都）

日本大学鶴ケ丘高等学校（東京都杉並区） 桜美林大学野球場（東京都町田市）

お倉ケ浜総合公園野球場（宮崎県日向市） 高崎市城南野球場（群馬県） いぶきの森球技場/サッカー場（神戸市西区）

防球ネット柱の建替工事
背の低い既存柱を撤去し、
支柱高30ｍ×14本に更新

新築校舎を防球する新設工事
●支 柱 高：30ｍ×12本
●フランジ継手
●溶融亜鉛めっき仕上げ

北陸新幹線の開通に伴ない、
鉄道高架への防球を目的とした
新設工事
●支 柱 高：35ｍ×6本
●ナイスジョイント工法®

　（コンクリート充填式）
●溶融亜鉛めっき仕上げ

●支柱高10〜50ｍに対応　　●柱間隔10〜25ｍ程度　　
●鋼管径が小さく、周辺環境に適合します
●鋼管ポールは軽量のため、施工性に優れます
●継手形式：ナイスジョイント工法®（コンクリート充填式）、フランジ継手
●支柱表面仕上げ：一般塗装、溶融亜鉛めっき、耐候性鋼材、粉体塗装 他

ポール先端から水平に張り出した天井梁によって、支柱高さを高くすることなく、確実な防球が可能です

特許第6162164号

智辧学園高等学校（奈良県五條市）

富山第一高等学校（富山県富山市）

Net POLE05 06



二重管構造のメリット
① 現場作業が容易で、工期短縮となり、工事費を大きく低減します。
② 溶接・ボルト継手がないため、施工時の品質管理が容易です。
③ 杭施工誤差（杭芯ズレ 最大100ｍｍ）を吸収します。
④ モルタル充填で、確実に柱と梁を結合します。

セーフティポール
防球シェルター・飛球防護工

〉〉〉ゴルフ場脇の高速道路上空に設置された門型シェルター
〉〉〉鋼管を支柱にしたシェルター

〉〉〉梁と柱の接合に二重管構造を採用しました

高強度の鋼管ポールで安全性の確保

第二名神自動車道 高野地区
（滋賀県甲賀市）

東海環状自動車道（岐阜県土岐市）

県道宮崎高鍋線 那珂工区（宮崎県宮崎市）

第二京阪自動車道（大阪府牧方市） 北関東自動車道 笠間地区（茨城県笠間市） 東京港臨海道路（東京都江東区）

H形鋼を支柱にしたシェルター　部材を分割して、狭小な現場でも効率的な施工が可能です

二重管構造・詳細図

●鋼管やH鋼によるアーチで、道路上空を覆う堅固なシェルターです
●軽量・短尺な部材で構成されており、狭小な現場でも施工が容易です

二重管構造
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●❶
●❷

ＥＣＯＰＯＬＥ
防塵・防風ネットフェンス

防塵ネットと鋼管ポールのコンビで粉塵をブロック

●スマートな鋼管ポールがネットを確実に支持します
●省スペースで経済的な防塵対策に貢献します
●防砂、防雪、防塵など目的に合わせてネット、パネルを選択できます

〉〉〉ネットタイプ　省スペースで経済的な防塵対策が可能です 〉〉〉パネルタイプ　鋼製パネルのため耐久性に優れています

新宮港防塵ネット（和歌山県新宮市）

● 土砂などの粉塵を防ぐために建設されました
● 地上高 10ｍ、スパン 7m、延長 700m
● 支　柱 φ500×t12×11m

火力発電所用貯炭場の防塵パネル（茨城県鹿嶋市）

● 地上高 10ｍ、スパン 6.5m、延長 762m
● 支　柱  H350×350×10m

化学工場・貯炭場の防塵ネット（山口県周南市）

● 地上高 15ｍ、スパン 10m、延長 1,230m
● 支　柱 φ800×t12（SKK490）

阪南港防塵パネル（大阪府貝塚市）

● 資材荷捌き場から出る粉塵を防ぐために建設
● 地上高 12ｍ、スパン 6m、延長 360m
● 有孔パネル（遮蔽率70%）を採用し、減風効果と

透視効果の両方を満足させました。

製紙工場・木材チップヤードの防塵ネット（宮城県石巻市）

● 地上高 8ｍ、スパン 10m、延長 120m
● 支　柱 H250×250×8m

木質バイオマス発電所・木材チップヤードの防塵パネル

● 遮音パネルを使い、防塵と防音の両方を満足させました。

❶ 高密度な防塵専用ネット
　 「DUSTOP」
　　　● 粉塵の飛散をブロック
　　　● 優れた強度・耐久性
　　　● 防炎製品認定

❷ ハイパーシーム
　　　● ネットを堅固に固定
　　　● 取付部の隙間がなく粉塵を逃がしません
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　　　 ポール ナイスジョイント工法
照 明 柱 支柱工事をスピーディにサポート

シンプルでスリムな照明ポールでナイター競技を演出します

●接合強度が高く、ポールの安全性を確保できます。
●施工が容易で、工期短縮、品質確保に貢献します。
●作業ヤードが狭い場合でも効率よく施工できます。

®

国土交通大臣認定
JM-0020、JC-0023

　 テ　 ラ　 ス　

タマホームスタジアム筑後（福岡県筑後市）

● 支柱高：40ｍ×6本
●フランジ継手
● 溶融亜鉛めっき＋一般塗装仕上げ

西畑運動公園野球場（福岡県筑紫郡）

● 支柱高：23.5ｍ×1本
●フランジ継手
● 溶融亜鉛めっき仕上げ
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お引き合い 調査・設計 見積作成 契　約 確認・申請 工場製作 現地施工 完　成 ・
お引き渡し

お客様のさまざまな
ご意見をお聞かせください。

安全第一の施工で
営業や周辺に
影響のないよう努めます。

経済的な仕様、価格を
ご提案いたします。
シミュレーションによって
施工後の完成イメージを
ご確認いただけます。

許認可期間への書類を整え、
ご説明いたします。
基礎、支柱の設計は
建築基準法を厳守し、
正しく確実に行います。

技術・営業担当が
現地にお伺いします。

ご納得いただいた段階で
ご契約いただきます。

溶接部、塗装などの
品質管理を徹底します。

すべての作業の完了を確認し、
お客様へお引き渡しいたします。

・ポールの高さは？ 
・色は？
・地盤の支持力は？
・施工ヤードの広さは？
・近隣への影響は？

■ 現地に適した施工計画を立案し、営業しながらの改修もご提案いたします。 ❹ポール建て込み

❶着工前

❶鋼管杭搬入

❺建て込み完了

❷杭施工

❷建て込み

❻根巻きコンクリート、付帯工

❸ポール搬入

❸完成完成イメージ・シミュレーション

❼ネット設置、完成

設計から工場製作・施工まで。
一貫した管理で、高い品質と性能を ご提供します。
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