
「e・wool（イーウール）防音パネル」は、パネル内部に「e・wool（イーウール）防音システム」を内蔵した高性能防音壁
です。遮音・吸音・防振にすぐれた各部材が総合的に音の振動エネルギーをカットし、高レベルの防音を実現。振動が
発生する工場やプラントはもちろん、駐車場や空調設備の騒音対策など、あらゆる場所で防音効果を発揮します。
また、パネルの表面材には耐久性にすぐれたガルバリウム鋼板を使用。厚みが0.5㎜と極めて薄く軽量のため、作業
性にすぐれ、取り付けも簡単です。

音の振動エネルギーをカットする防音壁。
軽量ながら高レベルの防音を実現します。



■身のまわりの騒音指数

■e・wool（イーウール）防音パネル詳細図（D-20）

保健センター室外機（D-15） 商業施設屋上空調設備（D-20）

特長

e・woolの防音＝遮音+吸音+防振
多くの防音壁は質量と厚さによる反射効果で遮音性能を出している、重量の重い製品が一般的です。
「e・wool（イーウール）防音パネル」は遮音効果のある角波折板（t＝0.5㎜）とパンチングメタル（t＝0.6㎜）の面材に「e・wool」を挟
み吸音し、またD-20とD-30には、「e・ライン」と「e・マット」を使用することで防振し、軽量ながら総合的な防音効果を実現しました。

騒音の基準とは…
騒音問題は価値判断の違いからも起こりますが、そ
れは「音」が人によって受け取り方が違うためです。そ
うした時に基準となるのが「音圧レベル」です。騒音計
で測定した音圧レベル（dB＝デシベル）をベースに騒
音の大小を判断します。騒音規制法や環境基本法で
も、音圧レベルが騒音の基準とされています。
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音の振動をカット

一層の防音効果を実現

多孔質構造で音漏れをしっかり防ぐ

防音下地材 ： e・ライン40（D-15以外）ポリエステル繊維吸音材 ： e・wool 30k/t＝40

角波折板 ： ガルバリウム鋼板 t＝0.5

防振マット ： e・マット（D-15以外）

M4 ドリルビス

パネル枠 ： 高耐食溶融メッキ鋼板 t＝1.2

表面処理鋼板 ： パンチングメタル t＝0.6
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■遮音性能データ

■仕様

■部材リスト

GL生地 グレー スノーホワイト ブラックアイボリー

※パネル枠はシルバーになります。

D-15
約10～15dB減音

D-20
約20dB減音

D-30
約30～40dB減音

中心周波数（Hz）

透過損失（dB）

品番

D-15

D-20

D-30

125

6

14.7

15.7

250

11.5

24.8

32.2

500

13.4

26.4

34.2

1K

18.2

28.2

41.6

2K

19.8

26.2

43.9

4K

21.8

25.5

44.5

8K

21.2

26.9

43.5

D-15

65㎜

e・wool

10～15dB

13㎏/㎡

品番

厚み

幅

高さ

表面材

防音仕様

減音性能

重量

標準仕様

高強度仕様
パネル強度

D-20

65㎜

e・wool
e・ライン
e・マット

20dB

14㎏/㎡

2,200N/㎡

3,200N/㎡

850㎜/枚

ご指定サイズ（1,800㎜以内/枚）

表面：角波折板、裏面：パンチングメタル

D-30

105㎜

（e・wool 30k＋e・ライン）×2
e・マット

30～40dB

26㎏/㎡

名称

パネル枠（上枠/縦枠/下枠）

角波折板

パンチングメタル

e・wool

e・ライン（D-20・D-30用）

e・マット（D-20・D-30用）

補強フレーム（D-15用）

専用取付金具

専用コーナー金物

ドリルビス（ステンレスキャップ付き）

材質

高耐食溶融メッキ鋼板

ガルバリウム鋼板（ポリエステル系樹脂焼付塗装）

溶融亜鉛メッキ鋼板

ポリエステル繊維

溶融亜鉛メッキ鋼板/スチレンブタジエンゴム

改質アスファルト高比重鉱物質+ポリエステル不織布

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛メッキ鋼板

ネジ部：鉄（ユニクロ）/頭部（キャップ）：SUS304

寸法

t1.2

t0.5

t0.6/5φ

t40/密度30±1（㎏/㎡）

t0.8

t1.2

C-40×40/t1.2

W80×H63.2/t3.2

L-150×85/t1.2

六角頭/M5×19

用途

パネル構成部材

固定部材

カラーバリエーション

タイプ・仕様

減音量に応じた3タイプをご用意
減音量は約10dB～最大40dBまで対応。工場やプラント、駐車場や空調設備にもご使用いただけます。



■騒音シミュレーション例 「平面図」
平面方向の音の分布を確認します。

■騒音シミュレーション例 「垂直断面図」
垂直方向の音の分布を確認します。

受音点設定場所 ： 敷地境界線上、隣接民家
受 音 点 高 さ ： 地上より1.5m
屋 上 騒 音 源 ： 室外機
地 上 騒 音 源 ： 発電機

防 音 壁 仕 様 ： D-15
防 音 壁 高 さ ： 3.6m
防音壁設置箇所 ： 屋上、地上
受音点設定場所 ： 敷地境界線上、隣接民家
受 音 点 高 さ ： 地上より1.5m
騒 音 源 ： 屋上…室外機、地上…発電機

境界線A：46.2dB
境界線B：60.1dB
境界線C：34.8dB
境界線D：39.4dB

住宅A：46.3dB
住宅B：52.8dB
住宅C：50.1dB
住宅D：62.3dB
住宅E：58.4dB
住宅F：54.3dB

境界線A：34.1dB
境界線B：45.4dB
境界線C：24.4dB
境界線D：32.1dB

住宅A：37.1dB
住宅B：39.7dB
住宅C：37.7dB
住宅D：46.7dB
住宅E：43.9dB
住宅F：40.3dB

※CAD（DXF）の図面をご用意ください。
※シミュレーション結果がでるまでに約3週間かかります。場合により結果までのお時間が変動する場合があります。シミュレーションは音源のみで、他の暗騒音は考慮しておりません。
※屋外のみのシミュレーションとなります。

詳細

防音パネル未設置時 防音パネル設置時

結果

防音パネル未設置時 防音パネル設置時

結果

シミュレーション

設置後の防音効果をシミュレーションにてご確認いただけます。
弊社では「e・wool（イーウール）防音パネル」設置後のシミュレーションを無料で承っています。                                   
ご希望の受音点や騒音源となる機器の設置位置および敷地内の建物の有無などの立面図・断面図をご用意ください。         
防音パネル未設置時と設置時の音圧レベルをシミュレーションにてご確認いただけます。

HP

施工前に必ず各商品の注意事項をお読みのうえ、正しく安全に施工してください。注意：

0120-011-462　      03-3581-4946
info@insulpak.net www.insulpak.netインサル事業部（直通）

札　幌　1 011-231-7909 仙　台　1 022-791-8367 東　京　1 03-3507-7240 名古屋　1 052-979-1859 大　阪　1 06-6944-3422 福　岡　1 092-413-9051

株式会社 エービーシー商会 本社 : 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

■営業所別連絡先（営業担当員が不在の場合は受注・業務センターに転送されることがあります）

FAX

TEL FAX

MAIL

03-3507-7040              03-3507-7340

カタログ掲載商品 問い合わせ

その他商品のご案内は
www.abc-t.co.jp
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