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[設計・使用上の注意] [火気注意]

■ 構造筋の代替は出来ません。

■ 燃焼しても有毒ガスの発生はありません。

[廃棄上の注意]

[輸送上の注意]

販売元

　本　 社　〒141-0022　東京都品川区東五反田2-17-1　
               （オーバルコート大崎マークウエスト）

構造資材課 TEL.03(5789)2381 FAX.03(5423)5024　

大　阪　 TEL.06(6228)3863 FAX.03(6228)3875

札   幌 TEL.011(222)4171 FAX.011(221)1370

東   北 TEL.022(263)1608 FAX.022(223)0067

名古屋 TEL.052(571)8231    FAX.052(571)8234

九   州 TEL.092(262)8521 FAX.092(262)6750

製造元　宇部日東化成株式会社

コンクリート用繊維補強材

【NETIS登録 No.TH-100025-A】

■ ポリプロピレン樹脂を主原料とした製品なので、火
気もしくは高温になる熱器具等のそばで使用・保管
しないでください。火災の原因となることがありま
す。

■ スランプロスが発生しますので、予め試験練りでご
確認いただくことを推奨します。スランプ値低下の
調整には、流動化剤等を併用してください。

■ 高速撹拌で空気を巻き込む事がありますので初回の
み撹拌後の空気量を確認する事をお勧めします

■ 埋め戻し路盤の転圧は十分行い、十分な地耐力を確
保してください。 ■ シムロックの混入されたコンクリートやモルタルは

産業廃棄物扱いとなります。許可を受けた産業廃棄
物処理業者に処理を委託してください。

■ 長期保管する場合は、直射日光が当たらない場所に
保管してください。

外観写真  拡大写真

フジモリ産業株式会社

■鉄筋材料費および配筋工事が不要になり、全体コストの低減が図れます。

■配筋工事が不要なため、工期短縮が図れます。

■配筋工事が不要なため、鉄筋工を必要としません。

■ひび割れ抵抗性に優れており、収縮などで発生したひび割れの進展を抑制
　できます。

2012.05.08

 フジモリ産業株式会社 http://www.fujimori.co.jp

お問合せ先

　近年、土間スラブの鉄筋代替として
合成繊維の適用が注目されています。
 「シムロック」は、ポリプロピレン
繊維のため、軽量で施工性、安全性に
優れ、発錆の心配もありません。また
特殊なＸ断面形状に更にエンボス成形
を施すことにより優れたひび割れ抑制
効果が得られ、良好な土間を実現しま
す。

【土間用】

Ｒ

コスト削減

ひび割れ抵抗性

工期短縮

鉄筋工不要

シ
ム
ロ
ッ
ク
Ｌ
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①独自の断面形状 ■用 途 ■土間とは
異型の4本フィン(X字断面)にWエンボス成形を施すことにより、 鉄筋／ワイヤーメッシュ代替 土間スラブと支持地盤で構成される非構造床に
表面積が円形の1.4倍を確保し、より優れた補強効果を実現します。 　・土間コンクリート床 なります。土間スラブの厚さは、地盤支持力と

　・床暖／屋上シンダーコン 荷重条件から決定されます。

②軽量で質量が小さい
密度および断面積が小さく、㎥あたりにより多くの繊維を投入 ■標準添加量
できコンクリート全面に抜けなく分散されます。 3.64kg／㎥（0.4vol%） ■工期短縮メリット ■コストメリット

③分散性に優れる ■荷 姿
X字断面のため、繊維同士の接点が少く、繊維同士が絡みにくく

なっております。

■材料の物性
④耐薬品性に優れる

ポリプロピレン(PP)100%で、錆やアルカリに侵されないため、

コンクリート中で高い耐久性を保持します。

無筋化により

⑤安全性に優れる 1.コンクリート打設の効率向上
鋭利ではないため、取扱が容易で安全に施工できます。 2.鉄筋工事が不要（開口補強は必要）
生コン車、コンクリートポンプ車の磨耗が軽減されます。

※測定方法：JIS L 1013に準拠

 ミキサー車を高速攪拌させながら、約3分間の間に繊維を投入します。

 繊維を投入後約2分間追加で高速攪拌を行い、繊維を均一に分散させます。

7.28kg／箱（2㎥）

密度

ミキサー車からポンプ車へ排出

シムロックを投入し生コンと攪拌

 注1)ファイバーボール（繊維の塊）が出来ないよう、少量ずつ投入してください。
 注2)繊維を混入する事でスランプロスが3～5cm起こりますので予め試験練りで
 　   ご確認いただくことを推奨いたします。

コンクリート打設 

　打設場所へミキサー車の搬入が
　可能な場合は、ポンプ車無しの
　打設が可能です。

コンクリート打設前

 補強筋設置

仕上げ②

タンピングは表面を入念に叩いて、
繊維を沈めてください。その後アル
ミトンボ等で敷均しを行います。

注3）打継がある場合、目違いが生
じないようにアンボンド筋等（コン
クリートとの付着防止処理）の差し
筋を設置してください。

基本的には打設、締固め、こて仕
上などの施工性は、通常の土間コ
ンクリートと同様です。

ひび割れの発生しやすい部分へは
開口補強が必要です。

コンクリートが収縮する前にカッ
ターを入れる事で、ひび割れの低減
にも大きな効果があるため、早めの
施工をお薦めします。

ブリージング水が引いた後に円盤ゴ
テでアルミトンボ等の跡を取り、不
陸の調整をはかります。乾き具合を
見ながら機械ゴテでムラを取りま
す。

表面仕上は、適切な硬化具合を確認
しコテムラのないよう注意しながら
金ゴテで最終仕上げます。

カッター目地

仕上げ①   

0.91mg/m㎡

公称繊維径 0.68mm

繊維長さ 30mm

引張強度 500N/mm2

融点 160-165℃

種類 3300T×30㎜

素材 PP（ポリプロピレン）

1

2

約15％
削減

鉄筋

コンクリート

 

配筋 シムロック

コンクリート 66％

鉄筋 28％

目地他 6％
100％

コンクリート 62％

シムロック 17％

目地他 6％

シムロック
（無筋化）

在来
（鉄筋有り）

シムロック
（無筋化）

在来
（鉄筋有り） コンクリート

削減分

1 2

三和コンクリート工業株式会社
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