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フォークリフトの爪から壁を守る

工場や倉庫では、
フォークリフトの衝突による
壁の破損が多数報告されています。
フォークリフトが縦横に行き交う工場や倉庫では、

タイカダンパネル・スーパータイカダン専用 防護板

フォークリフトの爪や回転時の衝突による損傷が
多く、壁の補修や交換がつきものでした。

タイカダンガード 0 号

タイカダンガード 1 号

タイカダンガード 0 号

タイカダンガード 1 号

お願いとご注意

特許
取得済

●本カタログに掲載されている商品各種データは、商品の代表特性や性能を説明するものであり、保証値ではありません。

フォークリフトの爪から壁を守る
交換可能の防護板

これらの情報は今後予告なしに変更する場合がありますので、最新の情報につきましては当社までお問い合わせください。

使用上のご注意
正しく安全に施工していただくために、下記の注意事項や禁止事項に十分留意してください。
行ってはいけない

禁止 「禁止」事項です

注意

誤った取扱いをすると事故や
破損の原因となる事項です

1. 商品の納入
商品は車上渡しを原則としております。荷下ろしについてはお客さまにてご手配ください。

2. 運搬
商品の運搬や施工現場での搬入の際には、ワイヤロープを直接商品にかけないでください。

3. 取扱い方法
商品は梱包したままの状態で保管しないでください。直ちに作業しない場合は絶対に屋外に置かないでください。
雨水や水濡れは厳禁です。

4. 加工

必要な箇所に後付けが可能
不要になった場合の撤去も簡単です

製品切断時に出る切粉は、錆の発生原因となりますので必ず除去してください。

5. 施工
当社の純正部材、または指定の取付金具を使用してください。他部材を使った不具合は責任を負いかねますので予めご了承ください。

タイカダンガード1号
お問合せは
めいせい

特許
取得

後付
可能

柔軟性

補修
交換

レイアウト
フリー

高さ
自由

明正工業グループ MEISEI CORPORATION

衝撃
吸収

本社・工場 〒329-0311 栃木市藤岡町富吉 1640-4
東京営業部 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 2-16-1
軽子坂田中ビル
加須工場・物流センター・加工センター

TEL.03-5261-2966 FAX.03-5261-2967
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損傷したらガードを交換するだけ
補修の費用も工程も大幅に削減します

腰壁不要だから意匠性がアップ
レイアウト変更も簡単になります

タイカダンパネル・スーパータイカダン専用の防護板「タイカダンガード」は、
パネル本体をガードし損傷を回避できるので、大がかりな補修やパネルの交換が必要ありません。
さらに、あらかじめ腰壁を作る必要がないのでレイアウトの自由度が増し、トータルなコスト削減にも貢献します。

補修交換はもちろん
後付も可能です。

フォークガードの高さを
自由に設定できます。

シンプルな構造のため後 付※ が 可能です。必 要に

1号の基 本タイプは高さ300ミリ。高さ変更のご要

なったときに設置でき、交換も容易です。

望にもお応えします。

※タイカダンガード1号

間取りや壁面に
フレキシブルに対応。

腰壁不要。パネルの取付下地が
フォークガードとして壁を守ります。

衝撃吸収試験を
繰り返した安心の設計

タイカダンパネル・スーパータイカダンの専用取付下地が、
そのまま壁を守るフォークガードとなります。

タイカダンパネルの取付下地も兼ねる簡易ガード
補修交換も容易です
腰壁が不要です

タイカダンガード0号

建物の間取りや壁面の凹凸にフレキシブルに対応
します。

取付
下地

補修
交換

レイアウト
フリー

高さ
自由

衝撃
吸収
ALCパネルの場合

2

4

タイカダンパネル
スーパータイカダン

ムービー公開中
左のQRコードを
スマートフォンのカメラで
読み取ってください。

タイカダンパネルに取り付けたタイカダンガー
ドにフォークリフトの爪を当てる衝突試 験を
繰り返し行って検証しています。
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6.タイカダンパネル・スーパータイカダン専用部材
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