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2021年版 vol.218社会・経済・環境に対する問題意識が世界的な高まりを見せる中で、当社が行っ
ている環境に配慮した製品づくりへの取り組みの一部をご紹介します。

※その他にも、ゴム厚40・60mm、プラ台60・100mmの組み合わせをラインナップしています。

※2020年3月～改良実施

再生プラスチックレーキ

交換用プレート（2枚組）
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総 合

環境に配慮したスポーツ施設・学校校庭製品のご提案環境に配慮したスポーツ施設・学校校庭製品のご提案

が世界的界的界的な高な高な高な高まりまりまりを見を見を見を見せるせるせる中で中で中で、当、当、当社が社が社が行っ行っ行っ
の取り組みの一部をごをご紹介紹介します。

製品の製品の設 学校校庭製設 学校校庭製ツ施設 学学ツ施設 学学

が取り組む環境対策が取り組む環境対策 エコマーク
アワード2011
奨励賞受賞

「SDGs」とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」
の略称で、国連で定められた国際社会共通の目標のことです。開発途上国に
対する支援から、エネルギー構造や産業経済の発展、地球環境問題まで含
めて、2030年までに達成すべき17の目標が示されています。その中でできる
こととして、当社では環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

政府は「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という目標
を掲げています。当社においても、節電・節水などの「省エネ」や「クールビズ」
などの個人が身近にできることから、「再生紙の利用」「照明のLED化」「ペー
パーレス化による資源削減」など、働く環境を含めた省資源化に取り組んで
います。また製品づくりにおいては３Rを念頭に置いた製品づくりを心掛けて
います。

SDGs

政府は「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という目標

温室効果ガスの排出抑制
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ホームベース
ゴム40/プラ台60mm

¥47,080［税込］（本体 ¥42,800）/組
RT-B052141

ピッチャープレート
ゴム40/プラ台60mm

¥42,130［税込 ］（本体 ¥38,300）/組
RT-B052192

1995年にエコマークを取得している製品です。再生プラスチックを用いた土台を使用
しています。木製の土台に代わり、プラ台が森林保護と廃棄物削減に貢献します。

ペットボトルの再生樹脂を使用した各種ネットをラインナップしています。

再生プラスチック製のプレートは傷んだら交換できま
す。木製と変わらないソフトな使用感としっかり叩け
る平らな面が、野球場の内野整備などでも好評です。
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森林保護
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再生材

再利用

廃棄物削減

森林保護

ゴム配合比率を見直すことで、引裂強度
120%、引張強度150%を実現しています。

傷んだゴムだけ交換して、プラ台は何度で
も繰り返して再利用することができます。

ゴムの配合が違います！ プラ台は再利用可能です！

RT-M320135 ¥4,950［ 税込 ］（本体 ¥4,500）/本W800㎜

RT-M320134 ¥4,730［ 税込 ］（本体 ¥4,300）/本W650㎜

RT-M320137 ¥3,740［ 税込 ］（本体 ¥3,400）/2枚
¥3,520［ 税込 ］（本体 ¥3,200）/2枚

W800用

RT-M320136 W650用

サッカーゴールネット（再生PET樹脂100%）
RT-N160505 ¥118,800［税込］（本体 ¥108,000）/対一般用

RT-N160615 ¥85,800［税込］（本体 ¥78,000）/対ジュニア用

フットサルゴールネット（再生PET樹脂100%）
RT-N160716 ¥47,300［税込 ］（本体 ¥43,000）/対
テニスネット（再生PET樹脂100%）
RT-N160100 ¥80,300［ 税込 ］（本体 ¥73,000）/張
RT-N160120 ¥83,600［ 税込 ］（本体 ¥76,000）/張

再生ネット各種

再生プラスチック台付き
ホームベース＆ピッチャープレート

ゴールウエイトとしてお使いいただけるだけで
なく、ゴール保管時には置き台として使える提
案製品です。ゴールが傷つきにくい再生プラス
チック素材を用いています。

ゴール置き台（兼）
ゴールウエイト20kg

ゴール使用時

ゴール保管時

RT-F010970

¥25,300［税込］（本体 ¥23,000）/台

改良

※フレーム径φ50～φ67mmに利用可能。



ルイ高

■公益財団法人 日本スポーツ施設協会特別会員 ■一般社団法人 日本公園施設業協会会員
■一般社団法人 日本運動施設建設業協会特別会員加盟団体
■ISO9001認定取得 ■Good Design賞受賞（ステンレス鉄棒、バスケットゴールアルミパンリング）
■エコマークアワード2011奨励賞受賞 ■SP・SPL表示認定企業 ■2017キッズデザイン賞特別賞東京都知事賞受賞認定・受賞

ホームページで最新情報をご確認ください。本 社 〒167-0052　東京都杉並区南荻窪4-10-12 ルイ高ビル
TEL 03-3334-1101　FAX 03-3331-7438

中 部 支 店 〒465-0093　愛知県名古屋市名東区一社2-6-201
TEL 052-701-9521　FAX 052-701-9870

カタログをご希望の方はホームページよりお申込みいただくか、
最寄りの支店までお問い合わせください。

東 北 支 店 〒982-0012　宮城県仙台市太白区長町南3-8-10-101
TEL 022-248-7171　FAX 022-249-7174

関 西 支 店 〒660-0054　兵庫県尼崎市西立花町2-2-13 ルイ高ビル
TEL 06-6416-8858　FAX 06-6416-8857

※上記サイズ以外にも任意に寸法をご指定いただけます。

平板の組み合わせで3通りのライン巾調整が可能。
（4.5cm,7.5cm,12cm）

コンパクト4輪ライン引き（RT-M320918）と
合わせてお使いください。

ライン引きパウダー
10kgカートリッジ式

※2袋単位でのご注文を承ります。

アルミは、地金から新規に製造するエネルギーの約3％で再生できると言われています。また錆びにくく耐久性が高い上に
軽量なため、移動や取り扱いが安全で効率的に行えるので、輸送コストやCO2の削減にもつながります。

粉の出る量を4段階に調整できるエコ機能付き。
（100,75,50,25％）

スポーツ施設・学校校庭製品スポーツ施設・学校校庭製品
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砂場枠（ルイフィット）

コンパクト4輪
ライン引き

イージーコンディショナー総 合
カタログ

備 品
カタログ

Ｐ.19

Ｐ.10

廃棄物削減

傷んだらゴム枠だけ交換できます。受金具は錆びにくいアルミ
製を使用していますのでそのままご使用いただけます。丸みを持
たせた安全なゴム枠には10cm刻みの目印が付いています。

4輪でも2輪でも使用できる、安定性と機動力
を合わせ持ったライン引きです。3通りのライ
ン巾調整と4通りの出量調整が可能です。

「掘り起こし」「転圧」「均し」が同時に行える１台３
役のすぐれもの。消耗パーツは交換可能なのでメ
ンテナンスコストを削減できます。

参考価格（外寸法）
RT-E120101~109 RT-M320701¥282,920［税込］（本体 ¥257,200）/式

¥132,000［税込 ］（本体 ¥120,000）/台

RT-M321702

¥24,200［税込］
（本体¥22,000円）/本

RT-M321703

¥20,350［税込］
（本体¥18,500円）/本

RT-M321704

¥15,400［税込］
（本体¥14,000円）/本

RT-M320918 ¥29,700［ 税込］（本体 ¥27,000）/台

¥405,240［税込］（本体 ¥368,400）/式
3m×5m

5m×7m

再利用

廃棄物削減

総 合
カタログ

備 品
カタログ

Ｐ.114

Ｐ.60

資源削減

動画でチェック

ライン巾調整機能

手を汚さずに袋のまま
差し込めます。

エコ機能
RT-M320934

¥1,100［ 税込 ］（本体 ¥1,000）/袋

RT-F012930 ¥396,000［税込］（本体¥360,000）/対 RT-F011950 ¥217,800［税込］（本体 ¥198,000）/対 RT-B056010 ¥1,045,000［税込］（本体¥950,000）/基
RT-F012931 ¥374,000［税込］（本体¥340,000）/対

長寿命・再利用・交換可能な

アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
軽量な軽量な軽量な軽量な軽量な軽量な軽量なアルミ製品全般 再生材

再利用

廃棄物削減
当社はスポーツ器具のアルミ化を推進しています。

サッカーゴール
ポトハンターZERO

フットサルゴール
アルミ

12通りのライン（巾・濃さ）が引けます！

バッティングケージ
アルミ備 品

カタログＰ.6

総 合
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備 品
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総 合
カタログ

備 品
カタログＰ.30

Ｐ.30 Ｐ.58

製品安全協会
SGマーク
取得製品

製品安全協会
SGマーク
取得製品

一般用
ジュニア用

再利用

総 合
カタログ

備 品
カタログＰ.62

Ｐ.116

使用イメージ
※軽量ブロックは現場でご手配
　ください。

交換用レーキ

交換用ブレード

交換用ブラシ※車でけん引してご利用いただけます。


