■積載目安

（レギュラータイプ710の場合）

ス ーパーデカボ

【10ｔトラック】

super decabo-1901-1000

スーパー デカボ

3大メリット

2列 8列 2段

32セット

①1.1m 対応
※

②簡単ロック

【40フィートコンテナ】

③屋外仕様

2列 10列 2段

40セット
※1.1ｍパレットのことです

スーパー デカボ

バリエーション

＜立体ブース：レッグレスタイプ＞

＜物置き：スタンダードタイプ＞

レッグレスタイプのスリーブに扉を付けて、簡単に立体ブースができます。

段積みで、効率的なスペース活用が可能です。

簡易の更衣室や防音室にもなります。

SCREW LOCK

LOCK

LOCK

KAWAKAMI SANGYO Co.Ltd.
AKB-SL22-1 MADE IN JAPAN

SCREW LOCK

LOCK

LOCK

Quick立体ブース

KAWAKAMI SANGYO Co.Ltd.
AKB-SL22-1 MADE IN JAPAN

Flexibly designable Sleeve Container

防滴性 ロック付 キャスター取付可能 内寸1100㎜

スクリューロック
SCREW LOCK

LOCK

LOCK

KAWAKAMI SANGYO Co.Ltd.
AKB-SL22-1 MADE IN JAPAN

オーダーメイドスリーブ

【コの字型】

【Ｌの字型】

一面がまるまる取り外し可能

二面がまるまる取り外し可能

【ドロップ型】

【観音開き型】

一面の上半分がワンタッチで開閉

SUPER DECABO

一面がまるまる開口

TM

Flexibly designable Sleeve Container

■ 製造元

デカボ

、DECABO

、くうきとともだち

、は川上産業株式会社の登録商標です。

TM

OFFICE/営業所
【東 京 本 社 営 業 所】〒102-0076 東京都千代田区五番町６番地２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
【名古屋本社営業所】〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
【札 幌 出 張 所】〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 10 丁目 1−10
【仙 台 営 業 所】〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目３番４３号 アクス原町ビル１０３
【北 関 東 営 業 所】〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町大字野木９２２番地２号
【高 崎 営 業 所】〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
【横 浜 営 業 所】〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町一丁目２番 サンクレスト伊勢佐木４Ｆ
【松 本 出 張 所】〒390-0841 長野県松本市渚１丁目６番１５号 カワセビル２０５
【静 岡 営 業 所】〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目３番１０号 大成住宅ビル７Ｆ ７０４
【北 陸 営 業 所】〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
【滋 賀 出 張 所】〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
【大 阪 営 業 所】〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番５号 本町サミットビル５Ｆ
【広 島 営 業 所】〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
【福 岡 営 業 所】〒811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３５６番地１号

TEL：03-3288-3231
TEL：052-483-1031
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0280-57-4981
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981
TEL：0263-28-4257
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-957-0031

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0280-57-4980
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-28-4257
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-32-0292
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-957-0030

■ 販売元

プラパール 製軽量大型スリーブコンテナ「デカボ 」シリーズに、
さらに使いやすい「スーパー デカボ 」ができました。

もっと使いやすく！！

取外し可能なキャスタータイプ

SUPER DECABO

JPI 日本包装技術協会

TM

2016日本パッケージングコンテスト

大型・重量物包装部門賞受賞

Flexibly designable Sleeve Container

内寸1,100mm

耐荷重１ｔ

国内標準パレットサイズ 1,100ｍｍの
積荷がぴったり収まり、パレットからの
切り替えもスムーズです。

スリーブに、軽くて丈夫なプラパール Ｇ型
を使用。幅広い用途に対応できます。

※2014年8月川上産業（株）試験

オプションで耐荷重が1.4倍に！
通常のスリーブの角に、アルミフレームが付いて
います。折り畳みも可能です。
詳しくはお問合わせください。
※アルミフレームはオプションです。

プラパール 製軽量大型スリーブコンテナ「デカボ 」シリーズに、さらに使いやすい「スーパー デカボ 」ができました。
機能性はもちろん、安全性や多様性にも優れ、物流、輸送、保管など多くの分野で活躍します。
プラスチック製だから、軽量で耐久性に優れ、腐食やささくれもありません。
使用しない時は、コンパクトに折りたたんで保管できます。
段積みガイド
スーパー デカボ カバー

バンドガイド

ネスティング可能

ロック機構

取り外し可能な脚パーツ

高い耐震性能

取外し可能で、破損した場合にも部品対
応可能です。

高さ 35mm の段積みガイドで、地震によるズレを防ぎます。
段積みガイド
35mm

クリップパーツ
内部への水の侵入を抑え、
屋外使用でも安心です。

スーパー デカボ スリーブ

川上産業（株）IP試験にて
IP 2相当クリア

（2014年08月）

使いやすいロック機構

便利なバンドガイド

作業用手袋でも簡単なロック機構（蹴っ飛ばしてもＯＫ！）

ロック機構に加え、固定用のバンドガイドが４方向８ヶ所にあります。

スーパー デカボ カバー
レッグパレット
ネスティング可能

脚パーツ（取外し可能）

組み立て方の動画が
ご覧いただけます。

便利な、
３タイプ

ロック時

解除時

規格
■レギュラータイプ

■レッグレスタイプ

■キャスタータイプ

710 タイプ

710 タイプ

710 タイプ

内寸：
（幅）1,100 （奥行）1,100 （高さ）505mm

内寸：
（幅）1,100 （奥行）1,100 （高さ）505mm

内寸：
（幅）1,100 （奥行）1,100 （高さ）505mm

重量：25kg

重量：20.5kg

重量：27.8kg

用途に応じて、取り外し可能な脚パーツ。

外寸：
（幅）1,155 （奥行）1,155 （高さ）710mm

■レギュラータイプ

■レッグレスタイプ

■キャスタータイプ（オプション）

高さ 90mm のレッグパーツを備えた、

通常のパレット使用以外に、

工場内の輸送コンテナ用途に最適です。（耐荷重 450kg）

ボルトにより、脚パーツの取外しが

簡易的に作れます。

※専用脚パーツが必要です。

レギュラータイプです。
可能です。

物置きや立体構造物などを

ワンタッチで脱着可能。

【対応キャスター】
HAMMER CASTER：420K・N75 / 415K・N75 ストッパー付 / 420K・N75

外寸：
（幅）1,155 （奥行）1,155 （高さ）620mm

外寸：
（幅）1,155 （奥行）1,155 （高さ）832mm

1050 タイプ

1050 タイプ

1050 タイプ

内寸：
（幅）
1,100 （奥行）
1,100 （高さ）
845mm

内寸：
（幅）1,100 （奥行）1,100 （高さ）845mm

内寸：
（幅）
1,100 （奥行）
1,100 （高さ）
845mm

重量：28.5kg

重量：24kg

重量：31.3kg

外寸：
（幅）
1,155 （奥行）
1,155 （高さ）
1,050mm

外寸：
（幅）1,155 （奥行）1,155 （高さ）960mm

※高さは、表記サイズ以外も可能です。詳しくはお問い合わせください。

外寸：
（幅）
1,155 （奥行）
1,155 （高さ）
1,172mm

