
大量輸送に大量輸送に
シンプルコンテナラ

イナー

発売元

Seller / SANYEI CORPORATION
〒111－8682　東京都台東区寿4丁目1番2号
TEL03－3847－3542　FAX03－3847－3734
E-mail : mnkurata@sanyeicorp.co.jp

代理店

株式会社 三栄コーポレーション

～
梱包材販売事業部～ ～

〒955-0822  新潟県三条市西中1867番地
ＴＥ Ｌ（0256）35－8012（代）ＦＡＸ（0256）35－8102

E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
U R L http://www.sunyou-pmp.co.jp

設置

セット内容
ライナー、ロープ、バルクヘッドバー固定ベルト＆位置調整金具、
コーナー用金具、
注 ： 設置に必要な6本の補強バー (前方1本、ドアーサイド5本）
は使用者にて準備

a)コンテナ奥の左右上部にコーナー
　金具を取り付ける。

b)更に位置調整金具をドアーサイド上
　部のバーに取り付ける。吊り下げ用
　ロープをコンテナ上部に掛ける。

a)&b)バーを上部のPPバルクヘッドの通し穴に通し、バルクヘッドバー固
定ベルトに取り付ける。

c)更に、バルクヘッドバー固定ベルト
　を高さを調整しながら取り付ける。

ライナーを広げ、コンテナ奥に広げ
たライナーの端にバーを一本取り付
け、コンテナ奥の両コーナーに固定
する。

c)ほか4本のバーを、取り出し口に
邪魔にならないように、バルクヘ
ッドバー固定ベルトに取り付ける。

ライナーを取り付けたロープにライ
ナーについているフックを奥のほう
から吊り下げ、ドアーサイドに向か
って順次吊り下げていく。

バルクヘッドバー固定ベルトを強く
締めて完了。

標準梱包

CB-20STD-06

品番 種 類 数量／カートン

標準20フィーター用 5セット
500×600×1,000mm

500×600×1,000mm

100KG

200KG
3セット

CB-40STD-06
標準40フィーター用



≧800

600

%

キャリバルクはドライでバルキー商品（レジン、砂糖、パウダー、穀物、小片、
ブラックカーボン等）を経済的、最適に輸送する手段／資材です。
キャリバルクはドライでバルキー商品（レジン、砂糖、パウダー、穀物、小片、
ブラックカーボン等）を経済的、最適に輸送する手段／資材です。

石油化学製品 穀物 粉末類

キャリバルクの特徴・利点

新開発の簡単取り付けタイプのライナー保護バーと保護バー吊り下げ
方式により吊り下げ位置を容易に設定でき、適切な排出口の設定が
出来ます。

全体の設置が簡単で早く出来ます。

従来の袋やフレコン使用に比べて、コンテナ有効利用率が高い。

コンテナの清掃の時間が短縮されます。

最小限の労力で輸送が可能です。

積荷へのコンタミ混入を妨げます。又、FDA承認食品対応のフィルムに加えて、クリーン
ルームにて生産されるので安心して使用できます。

〈搬送物によるキャリバルクの使い分け〉

ポリエチレン（200 micron）の特性

基本的には内容物により3種類が使用されます。

標準タイプ

モルトタイプ

シュガータイプ

用途 ：
レジン、パウダー
（アルミナ、フルーツ、ミルク等）

用途 ：
モルト,ブラックカーボン、スターチ、
セメント、コーヒー豆、肥料等

用途 ：
シュガー 等

キャリバルクに使用されているポリエチレンフィルムは三層押し出し法にて生産されており、安全性を高めております。

引張強度MD

最大伸び率　MD

最大伸び率　CD

酸素透過性

引張強度CD

≧28 N/mm2

%

N/mm2

Cm3/m2/24H

EN ISO 527-3

EN ISO 527-3

EN ISO 527-3

EN ISO 527-3

DIN 53380

≧28

≧800

単位 テスト方法

3層
LLDPE
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