


















































CYLIKA

          ※ 傾斜の微調節は可能ですが基礎は
　　　　　　　　出来るだけ水平を出して下さい。

◆パンチングメタルフェンスと隔壁のハイブリッドで機能美を実現。

◆鉄板は全てガルファンカラー鉄板で赤サビに強い。（ビス及びボルト・ナットは全てステンレス製）

◆隔壁面は扉以外自由に選択できます。

UTIC-504ZCK-L
(左側面と背面が隔壁）

●全周パンチングメタルフェンス（各型番語尾にPを追加）

●左側面と背面が隔壁（各型番語尾にLを追加）

●右側面と背面が隔壁（各型番語尾にRを追加）

●左右側面と背面が隔壁（各型番語尾にLRを追加）

 

   

各機種共に隔壁面を追加可能

火気との隔壁対応フェンス

ーシリカー

型　　番 用　　途 間　口 奥行き 高　さ

UTIC-502XCK 容器２本一列用 W1200 × D700 × H1900

UTIC-504ZCK 容器４本二列用 W1200 × D1000 × H1900

W1800 × D700 × H1900UTIC-504XCK 容器４本一列用

W2500 × D700 × H1900UTIC-506XCK 容器６本一列用

W1200 × D1400 × H1900UTIC-506VCK 容器６本縦置用

W1800 × D1000 × H1900UTIC-508ZCK 容器６～８本用

W2500 × D1000 × H1900UTIC-512ZCK 容器10～12本用

W1200 × D2000 × H1900UTIC-508VCK 容器8～10本縦置用

容器専用







          ※ 傾斜の微調節は可能ですが基礎は
　　　　　　　　出来るだけ水平を出して下さい。

BKW-150A-L
(左側面と背面が隔壁）

◆パンチングメタルフェンスと隔壁とのコラボで機能美を実現。

◆鉄板は全てガルファンカラー鉄板で赤サビに強い。

　（ビス及びボルト・ナットは全てステンレス製）

◆設置後パンチングメタルフェンスから隔壁への変更も可能です。

   　　　　　　

型番　    　 間口　　  奥行き　　  高さ　 　 標準価格

　　　BKW-150A    W1960 × D1385 × H1730  \191,000

BKW-300A    W2490 × D1385 × H1730   \228,000

BKW-500A    W2490 × D1650 × H1730   \241,000

BKW-980A    W3020 × D1915 × H2100   \307,000

BKWW-980A    W1960 × D3240 × H1730  \318,000

横型バルク    

BKV-150A    W1430 × D1120 × H1730   　 \164,000

BKV-300A    W1430 × D1650 × H1730   　 \186,000

BKV-500SA  W1430 × D1650 × H2100   　 \200,000

BKV-500A    W1960 × D1915 × H2100   　 \249,000

BKV-980A    W1960 × D2445 × H2100   　 \280,000

　 

   　 

型番　    　 間口　　  奥行き　　  高さ　 　 標準価格

　　　

竪型バルク

●全周パンチングメタルフェンス（型番語尾にPを追加）

●左側面と背面が隔壁（各型番にLを追加）

●右側面と背面が隔壁（各型番にRを追加）

●左右側面と背面が隔壁（各型番にLRを追加）

 

   

各機種共に隔壁面を追加可能

火気との隔壁対応フェンス









































平板（コンクリート）は別売りです。





































































ブラックはオプションカラーです。お気軽にお見積り依頼ください。













OPTION

Brown

Gray silver

その他ご希望のお色がございましたらお気軽にお問い合わせください。

http://utic.jp

0120-1-365-460120-50-72-72TEL FAX
ご注文・お問い合わせはこちら

e-mail  ts@utic.jp

UTIC-50P I型
UTIC-30P I型
UTIC-20P I型

50kg 容器１～２本 Ｗ25×D459×Ｈ1450
30kg 容器１～２本
20kg 容器１～２本

Ｗ25×D400×Ｈ1200
Ｗ25×D400×Ｈ980

隔壁パネルに新色登場！
フラット I型
隔壁パネル

フラット I型
隔壁パネル

左右兼用型

フラット I型
隔壁パネル

左右兼用型

付属品：アルミ製フィン・L字足・補強桟

別途お見積り

別途お見積り

別途お見積り

※塗装ではなくレイオン加工製品
※両面レイオン加工の場合別途お見積り

H

W

D

Black

Navy blue

Dark red





OPTION

その他ご希望のお色がございましたらお気軽にお問い合わせください。

http://utic.jp

0120-1-365-460120-50-72-72TEL FAX
ご注文・お問い合わせはこちら

e-mail  ts@utic.jp

UTIC-50P-R(L)型

UTIC-30P-R(L)型
UTIC-20P-R(L)型

UTIC-FP-410

UTIC-CP-210

50kg 容器１～２本 Ｗ188×D428×Ｈ1410
30kg 容器１～２本

コーナーパネル３本以上
フラットパネル３本以上
20kg 容器１～２本

Ｗ248×D366×H1200

Ｗ210×D210×H1780
Ｗ410×D360×H1780
Ｗ248×D366×H1010

別途お見積り

別途お見積り

別途お見積り

別途お見積り

別途お見積り

火気との
隔壁パネル
火気との
隔壁パネル
※塗装ではなくレイオン加工製品
※両面レイオン加工の場合別途お見積り

H

W

D

Brown

Gray silver

B lack

Navy blue

Dark red

火気との隔壁パネルに新色登場！









OPTION

その他ご希望のお色がございましたらお気軽にお問い合わせください。

http://utic.jp

0120-1-365-460120-50-72-72TEL FAX
ご注文・お問い合わせはこちら

e-mail  ts@utic.jp

スマート
隔壁ホルダー
スマート

隔壁ホルダー
※塗装ではなくレイオン加工製品
※両面レイオン加工の場合別途お見積り

別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り

左右兼用型左右兼用型

UTIC-502KI

UTIC-302KI 
UTIC-202KI 

W952×D485×H1810
W752×D425×H1545
W752×D425×H1240

H

W
D

50kg 容器用
30kg 容器用
20kg 容器用

Navy blue

Brown

Gray silver

Dark red

B lack

スマート隔壁ホルダーに新色登場！





千紫万紅プリント革命。

※写真は CB1600のイメージです。

千紫万紅プリント革命。

保安ベルト
長期保証付

10年間保証付

7年間保証付

ご希望者様には長期耐候試験データをお届け致します。

高品質 保安ベルト

UTIC-CB 1600

UTIC-CBS 1600

S シングル ・ W ダブル兼用

１ ケース　50 個入

１ ケース　50 個入

▲保安ベルトは上記の様に上下２本掛けをおススメ致します。

兵庫県南部地震 （震度７強 ・ 水平最大速度 818gal ・
垂直最大加速度 323ｇal ）などの大きな地震にも容器
転倒を防止できます。

保
安
ベ
ル
ト
寸
法

1600ｍｍ～850ｍｍ長さ

幅 47ｍｍ±0.5ｍｍ

厚み 1.2ｍｍ±0.1ｍｍ

保
安
ベ
ル
ト
寸
法

1600ｍｍ～850ｍｍ長さ

幅 30ｍｍ±0.5ｍｍ

厚み 1ｍｍ±0.1ｍｍ

素材
ベルト部分／ポリエステル 100％
金具部分／アルミダイカスト及びステンレス
※耐食性のある金属を使用しておりますので、 メッキや塗装は施しておりません。

カラー ライトグレー

保安ベルト引っ張り強度

ベルト
UTIC-CB1600

UTIC-CBS1600 14ｋ N

金具取付け設置状態 3.5ｋ N

27ｋ N

http://utic.jp

金属との接触音もなく静かに作業可能。

保安ベルトでシリンダーを固定することで耐震性も向上。

ステンレス ・アルミ製金具及びビスを仕様でサビつかない。

シリンダーの塗装を傷つけない。

長さ調整も調整金具で自由自在。

（ボンベ２本用、１本用兼用）

金属との接触音もなく静かに作業可能。

保安ベルトでシリンダーを固定することで耐震性も向上。

ステンレス ・アルミ製金具及びビスを仕様でサビつかない。

シリンダーの塗装を傷つけない。

長さ調整も調整金具で自由自在。

（ボンベ２本用、１本用兼用）

特許申請中

せ ん し ば ん こ う
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