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【名古屋本社営業所】
【札 幌 営 業 所】
【仙 台 営 業 所】
【北 関 東 営 業 所】
【高 崎 営 業 所】
【横 浜 営 業 所】
【松 本 出 張 所】
【静 岡 営 業 所】
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【滋 賀 営 業 所】
【大 阪 営 業 所】
【広 島 営 業 所】
【福 岡 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
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1条１０丁目１－１０
〒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
〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目９番５０号 第３三高ビル2F
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目１１番１１号長者町デュオビル３Ｆ
〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2番33号
〒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
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
〒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
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目２２－１８

TEL：03-3288-3231
TEL：052-483-1031
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0480-53-9261
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981
TEL：0263-88-5284
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-710-5231

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0480-53-9262
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-88-5285
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-36-3930
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-710-5230
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■ 製造元

OFFICE/営業所
■ 販売元

プラパール®、アタッチパネル®、テンバーン®、アミーゴパネル®、プラテーション®、カンタッチ®、デカボ®、くうきとともだち®、は川上産業株式会社の登録商標です。

物流支援ロボット
自動追従機能・自律移動機能搭載で物流・製造現場での負担軽減・効率化を
可能にし、これまでかかっていた時間・コストの削減を実現します。

現場での負担軽減、効率化になる３つの機能

ドライブモードで
作業負担をゼロに。01

ジョイスティックを操作すると、CarriRo が
前後左右に走行し、殆ど力を使うことなく
荷物を運ぶことができます。

自律移動モードで
無人で運搬が可能。03

路面に貼られたランドマークを識別しながら、
自動で移動し荷物を搬送させることがで
きます。

カルガモモードで
複数台分の運搬が可能。02

CarriRo はビーコンに反応し、作業者や親機
となる CarriRo に追従することができ、作業
者の負担なく複数台を運ぶことができます。

軽 量 高 剛 性 耐 久 性

ラパール加工品総合プ

PPL kakouhin sougou-2012-2000

加工品総合カタログ

低コストで手軽に始めたい方は しっかり管理をしたい方は

通い資材を運用する上で大きな課題が、資材の紛失です。
資材の管理方法として二つをご提案します。通い資材管理ツール

技術提供：株式会社日新技術提供：株式会社日新

カラーコード（Chameleon Code®）を利用した
物流危機管理アプリ 「ハコラボ」

RFIDを利用した管理システム「ID-NEX」
運用までの準備や読み取り機器などのコストが掛かりますが、将来の発展性や拡張性が期待できます。

ID-NEX

デカボ®と積載物の紐付け積載物の情報取得 出 荷

読取データ 読取データ

0002

0001

ID：000A

ID：000B

ID：000A

0001 0002

ID：000A

0001 0002

カラーラベルを印刷して貼り付け、
お手持ちのタブレットにアプリをイン
ストールれば、その日から利用でき
ます。

※現在、タブレットは iosのみの対応です。

TM
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本誌に記載の製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

こちらで紹介している製品、加工は一部です。詳細については「プラパール®総合カタログ」をご覧になるか、弊社営業担当までお問い合わせください。

熱罫線加工

プラパール®に折線を入れる加工です。
この加工をすることで、硬いプラパールを容易に折ることができ、
罫線加工部分を熱融着させることで、直角な板を製造することも可能です。

超音波融着加工

超音波でプラパール®同士を溶かし、接着させる加工です。
リベットよりも強度は劣りますが、他素材を使わないので、
美観性に優れています。外観を重視する梱包箱などに最適です。

プラパール®レザー調木目調 ゴムシート 金属板 壁紙

ラミネート
様 な々素材を貼ることができ、更に多くのご要望にお応えします。

熱融着加工

プラパール®の端面同士を融着させる加工です。
商品の最大幅にかかわらず、スケールの大きなボードの製造が可能です。
どんな色同士の組み合わせでも、融着が目立たず、きれいな仕上がりです。

目立ちません！

サイドテープ

柔らかい素材で、周囲を傷つけません。曲面にもぴったりフィットします。

ホワイト ブラック

※数量、厚みによって対応できない場合もございます。詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせください。

端面封止加工

プラパール®の端面に、同素材のテープを融着させることで、
より防水性が高く、安全なボードに加工することができます。
しかも、断面が見えず、きれいな板になります。

TC 端面

プラパール®にジョイントパーツ「TC端面」を融着させれば、
中間パーツを変えるだけでL字や十字の組み立てが可能となり、
パーティションなど汎用性が高くなります。

波刃切抜き加工

波刃で切抜きをする加工です。
端面が波型になるため、角で怪我をしてしまう心配がありません。
また、波型になることで端面が柔らかくなり、万一ぶつけても、
周りを傷つけにくくなります。

リベット加工

金属や、プラスチック製のリベットという部品を用いて
プラパール®の面同士を固定させたり、部品などを取り付ける加工です。
棚や、箱など立体を作るときに高い強度を保ちます。

印刷

プラパール®に、直接シルク印刷やパッド印刷が可能です。
社名やロゴ、広告などを入れて、オリジナルの製品が作れます。

精密切抜き加工

図面を作成し、高精度に切り抜きをすることができる加工です。
組み立て用の欠き込みや、ドーナツ型等の加工も可能で、
リベット等を用いない組立て式の製品を作ることができます。

パンフレット陳列棚 

▲

主な加工技術の

紹介
プラパール®には、様々な加工が可能です。

TM
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基本の箱

Ａ式箱
引っ越しや梱包等で、最もよく使用されている、「みかん箱」形状の箱です。
折りたたみが可能で、保管時に場所をとりません。
都度テープを貼る手間を省きたい場合、
マジックテープ付きなどオプション対応可能です。

Ｃ式箱
本体に蓋を被せて使う箱です。
蓋の開閉性に優れ、構造上２重箱となるため丈夫です。
強度を特に求められる場合や、
大きい箱で他の形式で対応できない場合でも活躍します。

底面の仕様

一般的な底形状内外の
フラップを重ねて底を閉めます。

【標準タイプ】

長いフラップが
二重になることにより、
耐久性がアップします。

【オーバーフラップタイプ】

その他の仕様

蓋と底が無いタイプで、
Ｃ式の蓋と底を組み合わせ、
大型コンテナなどに使用しています。

【スリーブタイプ】

蓋の仕様

フレーム上にパットを乗せる、
シンプルな構造です。

【乗せ蓋タイプ】
蓋のフラップを、
マジックテープなどで固定します。

【フラップ付きタイプ】

その他の仕様

身だけの形状で、
内容物が入れやすいのが特徴です。

【蓋なしタイプ】
お弁当型で、
身の上に、蓋を重ねて使用します。

【被せ蓋（標準）】

フラップが長くて開閉しやすく、
内容物が入れやすいのが特徴です。

【続き蓋タイプ】
蓋はＡ式の標準と同じ形状です。
底面は折りたためないので
強度があります。

【突き合わせ蓋タイプ】

天面の仕様

フラップが無く、
内容物の出し入れが容易で、
着ぐるみ箱などに最適です。

【蓋なしタイプ】
一般的な蓋形状内外の
フラップを重ねて蓋を閉めます。

【標準タイプ】

長いフラップが
二重になることにより、
耐久性がアップします。

【オーバーフラップタイプ】
本体の側面から伸びた
フラップで、蓋をする形式です。
蓋はマジックテープで固定します。

【続き蓋タイプ】

基本の箱も、様々な仕様があります。
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蓋付きスリーブ パレット固定ボックス 組み立て式箱 組み立て式箱

棚仕切り 展示台 鍔付きケース

ネスティングラック内張り

トレイ用ケース
ミルクハウス
（組み立て式個室）

スリーブ＋底板＋蓋 スリーブ＋底板＋蓋＋バックル 長尺ケース

ポリエチレンフォーム内装 ウレタンクッション内装 ピークス®内装 組仕切り内装 発泡スチロール内装蓋 ＋ バックル付き

フットジョイント付き 小型 持ち手付き

基本の箱 ＋ 部材 基本の箱に組み合わせるだけで、便利に使える部材が豊富です。 応用加工 強くて軽いプラパール®は、箱以外にも様々な用途で活躍します。

キャスター付き 蓋 ＋ バックル付き 南京錠付きヤッコ蓋 ＋ バックルベルト

仕切り付き 薄型 ヤッコ蓋付き横型

ヤッコ蓋付き 前切りかけ C式箱 ＋ 台車

前切りかけ（段積み可）

箱といっても種類は無限！ この他にも様々なご提案が可能です。

スチールパレットを組み合わせれば、さらに強度アップ。大きなサイズや重量物も対応可能に！

ウレタンや発泡材など内装を組み合わせれば、内容物の保護や作業効率アップに！

ヤッコ蓋付き縦型

【フレーム】
箱の強度アップに。

【コーナーフレーム】
箱の強度アップに。段積みのズレ防止に。

【バックル付きベルト】
開閉部の固定に。

【取っ手】
持ち運びをさらに便利に。

【カードケース】
内容物の表示に。

【エンボスシート】
繰り返し使用に。
送り状がきれいに剥がせます。
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開閉しやすい取っ手を付けて、
廃蛍光管ケースとして採用

繰り返し開閉できるよう、面ファスナーを付け
マンホールトイレの保管箱として採用

災害時の仮設ブースとして採用（QS72TM）

長尺ケースで採用橋脚の養生として採用 部屋の間仕切りとして採用
（プラテーション®）

音を吸収する加工と、ウレタンを組み合わせて
ライブ会場の残響音対策として採用
（吸音パネル）

畜舎用の防寒と
柵への接触によるケガ防止として採用

底面給水栽培の底板として採用

内装に、付属品などが収納できる棚を設置し
きぐるみケースとして採用

取り出しやすい２面開口で、
かき氷機ケースとして採用

三角看板で採用

パイプラックシステムと組み合わせて、
物流現場の作業台として採用

パレット荷の製品保護として採用
（テンバーン®）

ロールボックスパレットの積荷落下防止用
内貼りボードとして採用 （アタッチパネル®）

住宅ユニットの養生板として採用 メッシュボックスパレットの積荷落下防止用内貼りボードとして採用
 （アミーゴパネル®）

→

使用前使用前 使用後使用後

採用例 物流の他にも、様々な分野で活躍しています。

物流

住宅・工場

イベント関連

農業・畜産業

官公庁

その他
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部材

■フレーム
PPフレーム、アルミフレームがあり、端部の美観と強度がアップします。

Sフレーム

単位：ｍｍ

6

Wフレーム

11

■コーナーフレーム
上部に取付けて、段積み時の横ずれを防ぎます。 コーナー

77

49

77

（リブ有り）（リブ無し）

36

段積みコーナー

88 10

80

80

88

10

可変コーナー

77

47

77

平コンコーナー

91

70

80

■接続部材：Ｐジョイント
押して回すだけで、簡単に固定ができます。

16 / 22 / 30

φ46

■接続部材：ＰPジョイント
ワンパーツで、簡単に固定ができます。

72

25

16

62

■面ファスナー
手軽にロックする時などに最適です。

オス メス

25×50 / 50×50 / 50×100

■面ファスナーホルダー
リベット留めの綿ファスナーより高強度です。

■パッチン錠
蓋や扉を開かないようにする留め金です。

幅：25 / 38 / 50

■バックル付ベルト
PP製の固定バックルベルトです。

■バックル付ベルト（ロック付き）
ロック付きのＰＰ製固定バックルベルトです。

■Ｄ管ベルト
厚みが少なく、段積みしやすいベルトです。

※数量、厚みによって対応できない場合もございます。■サイドテープ
柔らかい素材で、周囲を傷つけません。曲面にもぴったりフィットします。

■貫通取っ手
持ち運びに便利なPP製の取っ手です。

袋取っ手貫通取っ手

46

40

115

43

37

115

■カードケース
内容物の表示に便利です。

■エンボスシート
送り状がきれいに剥がせて、
繰り返し使用に便利です。

■組仕切り（一般タイプ）
収容する商品に合わせ、幅・長・高さは自由設計。
導電タイプなら、埃やチリ等をよせつけません。
精密部品等の静電気対策も安心です。

■緩衝材
衝撃から内容物を保護する素材です。
発泡倍率、静電防止タイプなど、ニーズに合わせて提案が可能です。

■内装加工例
商品の形に合わせて、あらゆる形状に加工できます。 使用する時に広げる通函用パットで、使用しない時はコンパクトに保管できます。

■ボトムフレーム
底面に取り付けて、強度と安定感をアップします。

■フットジョイント
取付けると脚になり、フォークリフト
が使えるようになります。

■キャスター
重量物の移動に便利です。

■ボールキャスター
360°自在に移動させることが
可能です。

46

46

内装材

■ロールボックスパレット用材（カンタッチ®）
プラパール®をロールボックスパレット用に取付ける部材です。

カンタッチ®１
90

6
55

55

122

6

カンタッチ®2
78

40

カンタッチ®3

気泡発泡 ビーズ発泡 ウレタン 架橋品

■デカボ®用部材（デカボ®クリップ）
デカボ®のロック機構受け部材です。

102

65

58

■端面接続部材（TC端面）
パーティションなど、プラパール®を連結する部材です。

＜メス＞＜オス＞

18

9

Ｉ字

22

十字

22

Ｔ字
16

Y字

φ100

90

■接続部材：スクリューロック
押して回すだけで、簡単に固定ができるワンパーツロックです。

φ30 50

50

2826

オス メス

不正な開梱を防ぐためのセキュリティーロックです。
デカボ®に最適なバンドタイプ、ケースに最適な南
京錠タイプがあります。タグに印刷も可能です。

バンドタイプ 南京錠タイプ

■封緘

タグに印刷も可能
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