
無灌水システム・３年枯れ保証の屋上緑化

灌水設置実例比較



金属屋根・陸屋根に対応

シロバナタイトゴメ
多肉植物でセダムに分類されます。

白い花を咲かせ、寒くなると紅葉します。
四季に合わせて様々な表情が楽しめます。

タケシマキリンソウ
常緑性の植物で、一年を通して鮮やかな緑色
です。植物生長の美しい時期には、まさに屋
上に緑のカーペットが広がります。

薄層トレー式屋上緑化システム

３ 年 保 証

１年間の自主メンテナンス
３年枯れ保証

灌水システム不要
専用培土 厳しい環境に耐える

植物の採用×

保水・排水の両方の特性を兼ね備えた専用培土と、環境耐
性に優れた植物の採用が無灌水システムを実現しています

・自社一貫体制だからこそできる保証内容

・賠償責任保険に加入

・日常管理手間が少なく省メンテナンス

特長 その１．

特長 その2

無 灌 水

夏に熱くなり温度上昇幅が高い

金属屋根の工場などでは大きな

省エネルギー効果が期待できます。



今、なぜ屋上緑化なの？
無灌水システム 所在地：兵庫県明石市

陸屋根227.0㎡

所在地：兵庫県明石市

陸屋根300.0㎡

【灌水設定】
春：月・木（１H／日） 夏：毎日 （１H／日）
秋：月・木（１H／日） 冬：なし

2017年の写真、緑の部分は雑草です。灌水ホースに

沿って雑草が多く生えていることが分かります。

経年で生育は良く、雑草の繁茂しやすい夏場に

おいても、雑草は全体で片手一握り程度でした。

2016年 6月
施工後

無灌水システムの実例と比較

2018年 8月
約２年経過

2018年 8月
約２年経過

2017年 8月
約１年経過

2017年 8月
約１年経過

2018年 8月

灌水設置有り

2014年 11月
施工後

2017年 5月
約2年半経過

2017年 5月
約2年半経過



生産・育苗

納入・施工

メンテナンス

ワンストップサービス

お客様に安心と信頼をご提供

◎生産・施工・メンテナンスまで自社一貫体制

休耕田を活用した生産 シンプルな施工スタイル 使用植物の厳選

自社でサプライチェーンを確立

◎お引き渡し後３年間の枯れ保証、初年度自主点検サービス付き
※商品種類、設置条件等によりこのサービスを利用できない場合があります。

安心と信頼のサプライチェーン



商品納入実績

2022 年 9月 現在

№ 物件名 商品名 納入都府県 面積 納入年度 № 物件名 商品名 都道府県 面積 納入年度

1   某A電機メーカー工場１ てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 兵庫県 6010 ㎡ 2010年 1   川西市内大型ショッピングセンター SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 兵庫県 2525 ㎡ 2018年

2   豊中市内大型ショッピングセンター てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 大阪府 4671 ㎡ 2006年 2   加西市内大型ショッピングセンター SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ他 兵庫県 1681 ㎡ 2008年

3   広島県内　物流施設 てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 広島県 3401 ㎡ 2021年 3   某リサイクル会社 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 愛知県 1620 ㎡ 2019年

4   某A電機メーカー 工場２ てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 兵庫県 3169 ㎡ 2011年 4   ホームセンターC　足立神明店 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 東京都 868 ㎡ 2016年

5   ホームセンターＡ　宝塚店 てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 兵庫県 3080 ㎡ 2016年 5   スーパーA　箕谷店 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 兵庫県 856 ㎡ 2015年

6   加西市内大型ショッピングセンター てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 兵庫県 2982 ㎡ 2008年 6   家具販売店　杉戸店 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 埼玉県 800 ㎡ 2013年

7   神戸市内某市場 てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 兵庫県 2947 ㎡ 2009年 7   姫路市内某商業施設 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 兵庫県 741 ㎡ 2015年

8   某家電量販店　大垣店 受注生産品 岐阜県 2921 ㎡ 2016年 8   某物流センター 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ 兵庫県 740 ㎡ 2012年

9   流山市内　物流施設 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 千葉県 2606 ㎡ 2021年 9   兵庫県内某高等学校 ﾌﾟﾗﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ他 兵庫県 736 ㎡ 2012年

10   船橋市内大型ショッピングセンター てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 千葉県 2473 ㎡ 2012年 10   交野市内大型ショッピングセンター 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ他 大阪府 709 ㎡ 2019年

11   立川市内 物流施設 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 東京都 2240 ㎡ 2020年 11   大阪市内某商業施設 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 大阪府 698 ㎡ 2015年

12   伊丹市内大型ショッピングセンター てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 兵庫県 2099 ㎡ 2010年 12   スーパーB　福崎店 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 兵庫県 668 ㎡ 2013年

13   船橋市内　物流施設 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 千葉県 2052 ㎡ 2021年 13   スーパーA　　鹿の子台店 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ 兵庫県 665 ㎡ 2018年

14   電力グループ会社　環境施設 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 兵庫県 2051 ㎡ 2017年 14   明石市内ファッションモール 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ 兵庫県 662 ㎡ 2014年

15   ホームセンターＢ　本羽田店 てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 東京都 1819 ㎡ 2016年 15   スーパーA　　硯町店 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ 兵庫県 644 ㎡ 2021年

16   交野市内大型ショッピングセンター みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 大阪府 1811 ㎡ 2019年 16   スーパーC　松原中央店 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 大阪府 641 ㎡ 2013年

17   大手飲料メーカー　工場 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 兵庫県 1808 ㎡ 2014年 17   娯楽施設A　川西火打店 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ 兵庫県 623 ㎡ 2015年

18   ホームセンターＢ　川崎小田栄店 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ　 神奈川県 1687 ㎡ 2014年 18   娯楽施設A　加古川店 植栽ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ 兵庫県 610 ㎡ 2013年

19   硝子工場 みずいらず ｷﾘﾝｿｳﾀｲﾌﾟ 兵庫県 1650 ㎡ 2013年 19   ホームセンターD　姫路大津店 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ他 兵庫県 610 ㎡ 2019年

20   生駒市内大型ショッピングセンター てまいらず ｾﾀﾞﾑﾀｲﾌﾟ 奈良県 1642 ㎡ 2013年 20   北本市内物流施設 SUSﾜｲﾔｰﾀｲﾌﾟ 埼玉県 600 ㎡ 2014年

その他　1,757 件 342492 ㎡ その他　131 件

屋上緑化システム

屋上緑化システム納入実績総合計 395611 ㎡

壁面緑化システム

22659 ㎡

壁面緑化システム　納入実績総合計 40354 ㎡



私たち 屋上緑化システム株式会社は、

高品質・低価格・省メンテナンスをコンセプトに屋上緑化・

壁面緑化による環境ビジネスを展開しています。

屋上緑化システム株式会社 とは

【会社概要】

会 社 名 屋上緑化システム株式会社

本 社 〒654-0081 神戸市須磨区高倉台2丁目1番26号

西日本エリア 〒657-0053 神戸市灘区六甲町3-3-3 神戸発明会館

TEL 078-747-0202 ＦＡＸ 078-747-0203

東日本エリア 〒102-0073東京都千代田区九段北１丁目８番２号 九段丸石ビル4F

TEL 03-6261-2982 ＦＡＸ 03-6261-2983

中部エリア 〒492-8366 愛知県稲沢市一色川俣町233

TEL 0587-74-7498 ＦＡＸ 0587-36-1565

Email     info@orsys.jp

事業内容 緑化事業の設計、施工、維持管理及びコンサルタント

設 立 1990年4月26日

代 表 者 代表取締役 北村 和敬

建設業許可 一般建設業許可 兵庫県知事 第116878号
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