工場・物流センター
へのご提案
安 全 対 策 ・ 防 犯 対 策 ・ 環 境 改 善

工場・物流センターでの 「安全」 「あんしん」
揃え 「事故ゼロ」 「職場環境改善」の実現に
車線分離標 ポールコーン

自転車置場

ポールコーンＣＩＴＹ

ドライバーが注意すべき箇所で建物や
歩行者の安全を確保します。
ハイドロクリーンミラー

道路反射鏡 ハイドロクリーンミラー

ストレッチ包装機
＋安全柵

特殊コートで朝露、雨
水などの水滴による
見え難さと、汚れの
付着を防ぐミラーです。

リードライン
カラー舗装
めかくし塀･防音めかくし塀

内装建材メタカラー

安全対策

ハイドロクリーンミラー

カラー標示材
歩行空間をカラー化によ
りドライバーに見えやすく
します。

人や車両の交錯する場所の安全性を
向上し判りやすく案内します
大型引戸門扉

環境

ジスラインカラープラス

視覚障がい者誘導用標示
人工芝・デッキ・ベンチ

突起付シート貼付
けタイプの視覚障
がい者誘導標示
材です。

休憩場所などの美観を
の快適を向上します。

リードラインＦ

車止め

防護柵

ストレッチ包装機＋安全柵

休息施設

休息場所デッキスペース

セイフティーパイプ

一般柵 ＵＰ柵

Ｘｌａｓｔ

硬質弾性ボラード

ストレッチ包装機＋安全柵

車道と歩道を分離し、自転車置 歩行者、自転車の接触時の 商品輸送・保管時の荷崩
場スペースの仕切りが可能です。 衝撃を軽減する高強度で弾 れを防ぎ、包装時の安全
性のある樹脂製車止めです。 対策が可能です。

１

オレンジウッドEベンチ

人工木オレンジウッドを座
面に採用し、雨天直後でも
快適に使用可能です。

オレンジウッドデッキ

天然木に近い風合いで、耐候
性・耐水性・耐磨耗性など屋
外使用に適した人工木デッキ
材です。

「環境」に貢献する製品を取り
向けご提案いたします。
メッシュフェンス

縦格子フェンス

防犯対策
外部からの不審者の侵入を阻み場内
の治安を維持します。

透過性が高く、美観性にすぐれ、敷地境界の間
仕切りに最適です。
めかくし塀

防護柵・車止め
ポールコーン

ET50HC

Ｇ０シリーズ

防犯性と適度なめかくし効果を併せ持つス
チール製縦格子フェンスです。
防音めかくし塀

ＰＳ－４型

めかくし塀 Ｖ型

メッシュフェンス

外部からの目線を遮りたい場所に最適な、パネ
ル式のフェンスです。

縦格子フェンス

大型アルミ引戸門扉

めかくし機能と、近隣民家との防音対策に最
適なフェンスです。
自転車置場

改善

観を向上し、従業員
。
大型アルミ引戸

本体を重ね合わせるアルミ製の複式引戸です。
約1/3の長さに収納できます。

ＧＳＬシリーズ

雨や日差しを防ぎ利用を快適にします。シンプ
ルなデザインと優れた耐久性のサイクルシェル
ターです。
ハイスペックソーラー照明灯シリーズ

内装建材 メタカラーSKWL

運動施設・休息場所
ステンレス面材

ドリームターフ

耐久性に優れた天然芝感覚のモノフィラメント人工
芝で、テニスコート、サッカー場、休憩所に緑の潤
いを与えます。

ステンレス調 メタカラー

ステンレス目地

軽量で、不燃認定取得のステンレス複合板です。
アルミ調、単色カラー材などもあります。

防犯灯の基準にも適合する高性能
ソーラー照明灯です。夜間被災時
の避難対策に有効です。

２

防犯対策

外部からの不審者の侵入を阻み場内の治安を維持します。

メッシュフェンス

メッシュフェンス門扉

用途に応じた様々な展開が可能なメッシュフェンスシリーズです。

同一パネルの延長で門扉を設定する事が可能な３種の製品をご紹介します。

■メッシュフェンスＧ１０
自由柱方式の高い施工性が特長のフェンスです。

■メッシュフェンス門扉（Ｇ１０・Ｇ０）
ターンバックルが無くスッキリとした形状で、共通デザインとする事ができます。

■メッシュフェンスＧ０
二重防食塗装で耐侯性に優れ、丸いデザインで人にやさしく、安全性
を向上した高強度な設計のメッシュフェンスです。

■メッシュフェンスシリンダー錠対応門扉（Ｇ１０・Ｇ０）
防犯性を高める事が可能なシリンダー錠の取付が可能な門扉です。防
護パネルを設けて防犯性を向上しています。
■表裏の開き勝手は現地で決定できます。
■横方向については、現場加工により幅を
狭くすることが可能です。
■本締錠、非常錠、レバーハンドル錠､ケー
スロック錠の4タイプの取り付けが可能です。
■レバーハンドル錠LA（美和ロック製）、LG
（ゴール製）、ケースハンドル錠MA（美和ロッ
ク製）､AS（ゴール製）にも対応可能です。

◆安全な強度設計
メッシュパネルの形状と強度を持たせた金具構造で安全性を確保しています。
上部形状

支柱キャップ形状

◆ １３種類のサイズと６つのカラー

■メッシュフェンス特注門扉（Ｇ１０・Ｇ０）
広い開口部を設ける事が可能な引戸形状の大型門扉です。

◆忍び返しも対応可能です。
レバーハンドル錠（標準装備）

設置場所に合わせてサイズ、カラーを選定いただけます。

現地組立て式のため、施工時の重機が不要です。

転倒防止部材により安全性
に配慮しています。

アルミ大型引戸
軽量なアルミ製の大型引戸です。本体を重ね合わせる複式の構造で、約1/2～1/3に収納します
本体重ね合わせ方式の複式構造
本体を重ね合わせる複式の引戸です。約１／３の長さに
収納できます。（サイズにより異なります）

軽量なアルミ製
従来のスチール製引戸に加え、アルミ製の引戸をラインナップ。

先端はレール無でバリアフリーに対応

ソーラーＬＥＤにより夜間のレール視
認性ＵＰ（オプション）
夜間のレールを目立たせる、ソー
ラー方式のＬＥＤ鋲を用意。配線工
事は不要です。

※アルミ形材は陽極酸化塗装
複合被膜（アルマイト）

３

【標準色】

防音めかくし塀
近隣民家との防音対策に最適な遮音性・景観性・意匠性を追求した防音めかくし塀です。
■防音めかくし塀 ＰＳ-４（固定柱方式）

騒音を吸音し、外部への不快な音漏れを低減します。

吸音タイプ
通風吸音タイプ

採光タイプ

パネル部断面（遮音タイプ）

高いデザイン性 高級感あるテクスチャー
パネル面材に採用しているプラメタル（アルミ・樹脂積層複合材）の表面はエンボス加
工仕上げで高級感を一層高めています。
【高 さ】 H1500、H2000、H2500、H3000、H3500、H4000、H4500、 H5000

めかくし塀Ｖ型 （通風タイプ）

めかくし塀Ｐ型

周辺からのめかくしに最適な、景観に調和しやすいシンプルなルー
バー状フェンスです。開口部により通風性確保しています。

めかくし効果抜群の完全めかくしタイプです。視線をさえぎり、庭
の様子や人影を人影を認識できないタイプです。

アルミ・樹脂積層複合板

◆通風機能

◆豊富な高さバリエーション

（Ｈ600～Ｈ3000）

◆カラー：
ステンベージュ、ホワイト、ブラウン

◆傾斜対応、忍び返しパネル、
門扉などオプションもご用意。

めかくし塀ハイブリッド門扉

◆高級感のあるストライプテクスチャー
◆固定柱方式の採用で表裏感がありません
◆アルミ・樹脂積層複合板を採用しためかくしパネル

（V型・Ｐ型・Ｋ型・Ｍ型タイプ）

門扉枠にアルミを採用し、施工性・軽量性・意匠性に特化したマンションなどのマスターキーシステムに最適な門扉です。
■
■
■
■

門扉枠にアルミを採用したシリンダー錠対応門扉です。
マンションなどのマスターキーシステムに最適な門扉です。
門扉パネルは、組み立て完成品です。
横方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。

ステンベージュ（ベージＫ）

ブラウン

ホワイト

４

環境改善

休憩場所などの美観を向上し、従業員の快適を向上します。

自転車置場
シンプルなデザインで自転車の出し入れが楽な片持ち支柱タイプの自転車置場です。
■サイクルシェルターＧＳＬシリーズ
雨や日差しを防ぎ利用を快適にします。
ガルバリウム鋼板のフォーミング屋根材により、
景観性と耐久性を両立しています。

◆オプション 背側面パネル

都市部での使用を考慮した強度設計
■設計風速：３４ｍ／ｓ
※地表面粗度区分Ⅲ
■ 積雪荷重：６００Ｎ／㎡ ※積雪量３０ｃｍ（比重０．２）

風雨から利用者・自転車を守ります。

ハイスペックソーラー照明灯シリーズ
ＬＥＤ灯具の配光特性を向上。パワーアップしたソーラー照明灯です。

防犯灯照度基準クラスＢ+に対応
広配光特性の灯具により、より広い設置間隔でクラスＢ＋
を確保。道路端まで明るく照らします。
また、上方光束比を抑え、光害にも配慮。
環境にもやさしいソーラーＬＥＤ照明灯です

夜間最大15時間フル点灯対応
高効率灯具により、調光をしない夜間フル点灯設定を標準仕
様化。夜間を通じて安定した明るさを提供します。

灯具高さ4.5m仕様を標準品揃え
街路灯・防犯灯と同等の灯具高さ4.5m仕様を標準化。
更に広い範囲を照射可能です。灯具高さを高くすることで
ＬＥＤ照明特有の眩しさも軽減されます。

LED灯具製造元：

オレンジウッドＥベンチ
座部にはオリジナル人工木材「オレンジウッドE」を用いた高い耐久性と人へのやさしを兼ね備えたベンチシリーズです。
廃プラスチックを再利用した、地球環境に優しい素材です。
表面をバージン樹脂で被覆することにより、高い耐候性・
耐久性・耐朽性を備えています。

Ecology
廃プラスチックや廃木粉を再利用してます
人工木オレンジウッドを座面に採用し、雨天直
後でも快適に使用可能です。

Natural
天然木に近い質感を実現してます

Economy
天然木に比べ耐久性に優れロングライフです

５

オレンジウッド デッキ材
表面にビスが出ない美しい仕上がりと優れた施工性を両立させた新工法です。

天然木に近い風合いで、耐候性・耐水性・耐磨耗性など屋外使用
に適した人工木デッキ材です。

人工芝 ドリームターフ
天然芝の良さを限りなく追究し、快適で景観にも優れたグラウンドを提案します。

ドリームターフ

弊社独自のクッションシステム

耐久性に優れた天然芝感覚のモノフィラメント人
工芝で、テニスコート、サッカー場、休憩所に緑の
潤いを与えます。
商業施設内スポーツ施設

横浜みなとみらい スポーツパーク

企業施設 屋上スペース

内装建材 メタカラーSKWL
金属と樹脂を複合成型したハイブリッド・マテリアル
内装材の装飾アクセント、巾木など、オフィス、商業建築、アミューズメント施設
などに幅広くご採用頂いております。
構造イメージ

意匠性・・・・優れた質感。そしてバリエーションも豊富。
特 長

施工性・軽量性・・・・切断、曲げ等の加工しやすく、軽い。
コストパフォーマンス・・・・金属素材よりも経済的です。
６

安全対策

人や車両の交錯する場所の安全性を向上し判りやすく案内します

車線分離標 ポールコーン
道路上に設置される耐久性に優れた弾性体で明確に車線を分離します。

■ポールコーンシリーズ

●夜間の安全性に優れる反射機能を有し、車のヘッドライトを反射
●耐久性・メンテナンス性に優れる弾性と高い復元性を有し、人にも車にも優しい
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ

夜間の視認性が高く、誤って車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

従来品と比較して約２倍の再帰反射
性能を保有した反射シートを採用。
高効率反射体による高い夜間視認性

Φ８０㎜
下部（φ250㎜）

アンカー施工タイプ

Φ８０㎜
下部（φ250㎜）

Φ８０㎜
下部（φ９８㎜）

３本アンカー施工タイプ

小径アンカー
施工タイプ

車両が接触しても柔軟に
折れ曲がり復元します。

夜間再帰反射

スワレフレックス反射体と反射シートを組み合わ
せ、３６０°の再帰反射で注意喚起。

道路反射鏡 ハイドロクリーンミラー

快適な視界を維持
●防曇、防汚、防滴機能により見やすい視界を維持

当社独自のコーティング技術 により太陽・雨水を活用したセルフクリーニン
グ機能で見やすさを維持します。

■ハイドロクリーンミラー

●従来型ミラー

●セルフクリーニング
「ハイドロクリーンミラー」は、
ステンレス製鏡面の表面に
光触媒超親水化処理を施し
ており、防曇機能とセルフク
リーニング機能（汚れが降雨
等で自然に洗い流される）
により高い安全性を実現し
ます。

従来ステンレスミラー

従来ステンレスミラー

曇って見えない

水滴で見えない

ハイドロクリーンミラー

快適な視界を維持
各種取付方法

●見通しの悪い場所での出会い頭事故防止に効果を発揮

シングル壁面取付
汚れが降雨等で自然に洗い流されます。

カラー標示材 ジスラインカラープラス
路面のカラー化に、骨材と散布ガラスビーズで舗装面とのすべり抵抗値の差を
低減し、夜間の視認性を確保

■ジスラインカラープラス
歩行空間をカラー化により
ドライバーに見えやすく案内
します。

ダブル壁面取付

シングル支柱取付

Φ６００㎜・φ８００㎜・φ１０００㎜をラインナップしています。

視覚障がい者誘導用標示
突起付シート貼付けタイプの視覚障がい者誘導標示材です。

■リードラインＦ

成型品で変形しにくい
突起部分は成型品で、車両通過により変形しに
くく、長期にわたり形状が保持されます。

溶融ハンドガイド式施工機

１～２時間で硬化し、交通開放を早くできます。

カラーバリエーション

７

特殊な熱可塑性樹脂の添加と硬質骨材（ホワイトシリカ）の混入により
耐磨耗性が向上し、従来品（３種１号）に比べて約２倍の耐久性があ
ります。

Ｋタイプ（点状）

Ｙタイプ（線状）

視線誘導標 デリニエーター

大型反射体 ビッグライトＮ

自動車のヘッドライトを受けてドライバーに光を帰し、道路線形を視線誘
導します。

遠方からの注意喚起に効果的なφ３００ｍｍの大型反射体です。

夜間再帰反射時

■デリニエーターシリーズ

■ビッグライトＮ

◆両面角度 ＢＬＮＷタイプ

再帰反射で道路線形を視線誘導します。
必要な方向に反射体の角度を調整
可能な両面タイプ

セルフクリーニング機能
促進汚染性試験
(人工泥）

◆両面平行 ＢＬＮＨタイプ

自掃式タイプ
柵支柱添架タイプ

景観に配慮したカラー

超親水性
コート面

「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」
（2004年3月施行）における指針色「ダークブラウ
ン」、「ダークグレー」、「グレーベージュ」を品揃え。
※支柱径φ60.5用はダークグレー、グレーベージュは受注
生産で対応となります。

未コート面

光触媒「ハイドロクリーン」表面コーティン
グが降雨を利用し、汚れを除去します。

反射面は９面分割の構造で万一の部分破損時も機能
の低下を最低限に抑えます。また、本体、反射面に耐
衝撃、耐候性に優れた高強度樹脂を使用しています。

前後に注意喚起が可能な両面
タイプ

線形誘導標 アローライト

線形誘導標 ガードフレックス

ニュートラスの高い反射性能でカーブ地点をしっかり線形誘導です。

ガードレールビームに取付可能な線形誘導標です。ニュートラス反射と大
面積矢印反射シートで昼夜の視認性に優れます。

■アローライトシリーズ
全面プリズムレンズ
反射体仕様

薄暮時

■ガードフレックス

板面の全面蛍光プリズ
ムレンズ仕様は、夜間
の板面全面反射で、よ
り一層高い視認性を発
揮します。
夜間再帰反射時
Ｈ３５０×Ｗ５００

Ｈ２４０×Ｗ２４０
ＡＬ１５ （全面プリズムレンズ）

◆広角度反射体 ニュートラス反射体

◆広角度反射体 ニュートラス反射体

●Ａ種・Ｂ種・Ｃ種ガードレール用を品揃え
●基板は亜鉛めっき鋼板に静電粉体塗装
を行った二重防食仕様

光学的特性を生かした突起
で(0°～180°)優れた反
射性能を発揮します。

全面蛍光プリズムレンズ反射体で昼・夜めだち、
ドライバーにカーブ線形を注意喚起します。

光学的特性を生かした突起
で(0°～180°)優れた反
射性能を発揮します。

●後付けでガードレールに取付る簡単施工

シート路面標示材 ジスラインＳ

縁石鋲 ナイトリバーＥＸ

車道にも設置可能な加熱溶融接着タイプで文字やマークを路面に標示
できます。ドライバーの視線が集まる路面で注意喚起する事が可能です。

セキスイ独自のプリズム設計で視線誘導標設置基準の１６倍以上の反
射輝度を持つ、誘目性・耐侯性にすぐれた再帰反射式縁石鋲です。

■ジスラインＳ

■ナイトリバーＥＸ

従来品

定尺シート巻き（白・黄）
幅 ：１００、１５０、３００、４５０ｍｍ
長さ：５０００ｍｍ

施工が早い

ハンドバーナーで
溶融接着

工場でプレカットされているので、アスファルト路面にプライ
マー塗布+製品配置+バーナーで炙る簡単施工

ジスラインＳ （身障者マーク）

ナイトリバーEX
□W１００㎜×D１００㎜×H１８㎜
●歩行者への配慮
万一踏みつけた時の
滑り止めとして、天面
にはグリップ形状を施
しました。

８

安全対策

人や車両の交錯する場所の安全性を向上し判りやすく案内します

硬質弾性ボラード Xlast
歩行者、自転車の接触時の衝撃を軽減する高強度で弾性のある樹脂製車止め
車両への耐屈曲性
■Xlast

■耐屈曲性試験
普通車が時速15kmで連続30回踏み付ける社内試験では、踏
●高強度でありながら弾性があり、維 み付け後即座に起き上がることを確認しました。（DX-100で実
施） 基礎の破損に繋がりにくく、本体の耐久性も高い
持コストの低減に繋がる

維持コストの低減

■クリープ現象での車両衝突試験
普通車のクリープ現象（時速5km程
度）での衝突試験により製品が座屈
しないことを確認しました。
（ DX-150で実施）

●Ｘｌａｓｔは、基礎の破損に繋がりに
くく、本体の耐久性も高いことから、
車両衝突時の全取替えの可能性が
低い製品
●樹脂製のため歩行者接触時の衝
撃を軽減

緊急車両の踏倒し通行が可能

ＤＸ-100Ｋ

歩行者が寄りかかっても大きく屈曲しない

※金属製ポールの場合、万が一の車両衝突時は、本体や基礎が破損しやすく、全取替えに繋がりやすくなります。

弾性車止め ＤＫ－７
人にやさしい弾性体の車止めで小径本体のため縁石上にも設置可能です。

■DK-7

自発光タイプ

弾性素材＋弾性構造

弾性サイン板
サインタイプ

サイン板も弾性素材のため、接触時にも
怪我や本体の破損等が少ない構造です。

自発光タイプ頭部（青色発光）

大きな反射シートで夜間も目立ちます。

Φ８０ （９６）×H８０５ｍｍ

サイン部
W１２５×H３７０ｍｍ

勾配対応自在柵 フレックスロープ

夜間ＬＥＤ自発光により利用者に障害
物の存在を注意喚起します。

弾性体のため、接触時の衝撃を低減し
怪我や本体の破損等が少ない構造です。

防護柵 セイフティーパイプ

現場にて自在に勾配対応ができる縦格子柵です。縦格子パネルは０％
～１００％までの勾配に対応が可能です。

■フレックスロープ

鋼製で強度に優れたパネル式車止め （門型独立タイプ）です。

■セイフティ－パイプ

●金具部分は標準金具で一定
勾配２２％（１２.５°）まで対応
が可能です。

◆突起のない独立した人
にやさしい形状です。

●２２％を超える場合や勾配変
化・コーナーに対応可能な自在
金具も用意しています。
●縦格子パネルと自在金具の
組み合わせで、コーナーかつ勾
配の三次元変化部への対応も
可能です。
●パネルを仮置き可能で施工し
やすい。
■勾配自在パネル（現場での調整が可能です。）
９

ＴＰ-８Ｐ２-１５Ｇ（特）

ＴＰ-８Ｐ２-３０Ｒ

車両用防護柵 一般タイプＧｐ
ガードレールに比べ自動車からの透過性を高め、歩行者を発見しやすくなります。反射体により夜間の視認性に配慮しています。

■車両用防護柵Ｇｐ

●支柱・ボルトの突起を極力抑えた
景観配慮型車両用防護柵
●反射体を標準装備し、ドライバー
を視線誘導
ベージＫ

チャイロ５５

車両用防護柵に設置可能な安全対策製品

防護柵端末保護 セイフティスリーブ

線形誘導標 ガイドアロー

車両用防護柵の端末を目立たせる、人にやさしい弾性端末です。

■セイフティスリーブ
構造

車両柵に加工なしで
取付可能な本体構造

柵に添架取付が可能な線形誘導標で、ニュートラスの高い反射性能で
カーブ地点などをしっかり線形誘導します。

■ガイドアロー

◆施工事例

継手金具の子ボルトを利用し
共締めで固定
子ボルト

継手金具

取付金具
弾性端末

チャイロ５５

矢印プリズムレンズ反射体
蛍光プリズムレンズ＋ニュートラス
反射体で広角度に反射し、線形 蛍光プリズムレンズ反射体で昼・夜めだち、
誘導します。
ドライバーにカーブ線形を注意喚起します。

弾性素材
◆広角度反射体 ニュートラス反射体

歩行者・自転車の衝突時も安全な弾性樹脂
製端末です。

光学的特性を生かした突起で(0°～
180°)優れた反射性能を発揮します。

再帰反射シート装備
ベージＫ
※色は他にホワイト１０も品揃えしています。

反射シートを装備し、端末の視認性を昼夜を
問わず向上しています。

Ｈ３４７mm×Ｗ２５４mm

簡易施工
簡単施工で、既設ガードパイプにも取り付け
が可能です。

防護柵 一般柵PF柵

防護柵 一般柵UP柵

ビームパイプが支柱の前面にある横ビーム型防護柵です。

歩行者に配慮した突起を抑えた金具デザインの横ビーム型防護柵です。

■PF柵

■UP柵

ＦＰＦ-４１１

支柱キャップ（再帰反射タイプ）
●再帰反射支柱キャップで夜間通行時の
目印になります。

ＵＰ-３０８

●金具部分は突起を抑えた歩行者に配慮
した仕様
１０

工場内、物流倉庫内の安全対策・環境改善対策製品
開閉扉（メッシュタイプ）

透明タイプ

メッシュタイプ
めかくしタイプ
（複合板）

設備周りフェンス
第三者の侵入防止、安全対策、防音対策が可能です。現場に応じてサイズ、
機能選択が可能な様々なタイプを取り揃えています。

■安全柵

●選択可能なパネル種類
メッシュタイプ

透明タイプ

開閉扉（防音タイプ）
防音タイプ

□３０ｍｍメッシュ

クリアー（ポリカーボネイト）

めかくしタイプ

防音タイプ

ストレッチ包装機の安全対策（例）

溶接不要でボルト固定式の簡単組立パネル連結構造

複合板
（アルミ・樹脂積層複合材）

騒音を低減する複合
パネルを採用

遮音面と吸音材との組み合わせ、吸音面のパンチング開口部か
ら入る音を多孔質樹脂によって音のエネルギーから熱エネル
ギーに変えることで、騒音を低減します。

ストレッチ包装機

ストレッチフィルム（ストレッチ包装機用）

パレットに積まれた商品を専用フィルムでストレッチ包装し、様々なトラ
ブルから荷物や人を守ります。

伸縮性に優れ、従来品に比べフィルム使用量を大幅に削減できます。

■ＴＳシリーズ（半自動・全自動）
・商品の輸送・荷役・保管時の荷崩れを
防ぎ、汚れや雨水からもガードします。
・万一の荷抜きも未然に防ぎます。
・省人化・省力化で能力アップします。
・包装しにくい長尺物も簡単に包装しま
す。
・アフターサービスも万全です。

■プレストレッチフィルム

高延伸３倍でコストダウンが可能
●従来のフィルムに比べ、フィルム使用量
を大幅に削減できます。
●パレット貨物の輸送時に安全な結束を
施します。
●柔軟性に優れ、延伸後も高い粘着性を
保持し荷崩れ防止、汚れ防止に最適です。
●フィルムがかさばらず、開梱後の処理も
簡単です。

