
衝突事故や労働災害のリスクを最小限にとどめる
柔軟性のあるポリマーを使用した衝突防止製品

SAFETY
BARRIERS

セフティバリア



FLEX IMPACT® is an extensive modular array of safety systems that have been specif ically 

designed to create a safe work environment in an economically responsible way. If you 
consider security in the workspace a high priority, you will need to do your utmost to ensure 
opt imal protect ion of personnel, machines, property, buildings and infrastructure. Collisions 
are one of the main risk factors for workplace accidents, causing physical and/or material 
damages. Halting the machines after temporary failure and recovery causes exponentially 

increasing, unnecessary costs. Physical injury not only means a considerable delay of work, 
but often also leads to human suffering. And as a company, that is the last  thing we want.

MODULAR CRASH 
PROTECTION MADE FROM 
FLEXIBLE POLYMER

SAFETY BARRIERS 20
Coll ision protect ion f rom forklif t s and other  t raf f ic

BOLLARDS & GOAL POSTS 30
Robust  prot ect ive post s and bar r iers 
for  your  gates and access ways

HANDRAILS 38
Flexib le p lastic handr ai ls for var ious appl ications 

SAFETY GATES 44
Innovat ive safet y gates as a bar r ier  t o 
unauthor ised personnel

RACK PROTECTORS 50
For an opt imum in warehouse prot ect ion 

COLUMN & CORNER PROTECTORS 54
The best  protect ion for  load-bear ing pil lars and columns

PLINTHS & WHEELSTOPPERS 60
Absorb impacts t hat  t ake place low to t he ground

PRODUCT GROUPS
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柔軟性のあるポリマーを使用した
   モジュール式のセフティバリア

製品カテゴリー

セフティバリア
フォークリフト等からの衝突保護

ボラード、ゴールポスト
ドアや開口部への衝突保護

ハンドレール
様々な用途に対応する防護柵や手摺り

セフティゲート
ハンドレールに設置可能なゲート

ラックプロテクター
ラックへの衝突保護

コラム、コーナープロテクター
構造柱への衝突保護

⼱⽊、⾞⽌め
足元の衝撃保護

フレックスインパクト / イントロダクション
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Patented guillotine 
locking system 

Ergonomic multicolour rails 
(wide choice of safety colours) 

Tension-regulating 
locking system

Extremely strong plastic 
with “active memory”

(fully coloured)

Fully reinforced  
profiles and edges 

Perfectly designed  
baseplates with highly  
efficient fasteners 

Flexible and impact-resistant  
rail & post system

ACTIVE MEMORY
FLEX IMPACT® has been specially 
designed to absorb the force released 
in a collision with a heavy vehicle. In 
the event of a collision, the material 
simply bends and then returns to its 
original shape again afterwards.

EASY TO USE MODULAR DESIGN
Various modular building blocks can be used 
to compose a variety of conf igurations. The 

locking method doesn’t require screws or bolts, 

allowing certain freedom of movement  between 
connecting elements. A f ixed locking method 

would increase the risk to break upon impact.

LIGHTWEIGHT COMPARED TO STEEL
FLEX IMPACT® safety products are much lighter 
and therefore much easier to transport  than their 
classic counterparts in steel. One might expect 

light materials to be weaker, but  that is far from 
the truth.

STRENGTH EQUIVALENT TO STEEL
The f lexible polymer used in our FLEX IM PACT® 
safety products is at least equal to the classic 

steel safety solut ions that have been outpaced 
by modern technology.

TESTED AND APPROVED
In the execution of the safety tests, we work in 

close collaborat ion with highly recommended 
partners, such as Transpolis L.I.E.R. laboratories. 
When the tests produce a successful result , these 
authorities grant us their certif ication and label.

LONG LIFESPAN + LOW MAINTENANCE 
= COST SAVING

FLEX IMPACT® crash protection requires little 

to no maintenance. In addit ion, due to the 
impact resistance, the costs of restorat ion and 
replacement will be kept  to a minimum. 

NO FLOOR DAMAGE
When colliding against one of our FLEX IMPACT® safety 
products, the force of the impact will be absorbed by the 
f lexible polymer and subsequently distributed throughout 

the ent ire volume of the safety post or safety fences. The 
force of the impact will therefore no longer be focused on the base. 
This ensures that  the FLEX IMPACT products will last  much longer 
and withstand collisions far better without damaging the f loor.

NO REPAINT
All of our FLEX IMPACT® safety products are made 
from polymers that are coloured to the very core. In 
contrast to steel crash protect ion systems, when you 
use this system, no paint or f inish w ill peel off in the 

collision. Repainting after a collision w ill be a def inite 

thing of the past.

OPTIMAL VISIBILITY
All of our FLEX IMPACT® safety materials have been 
made in bright  and dist inct ive colours. By default , our 
products have all been made in yellow, the standard 
internat ional safety color for all industries.

NO CORROSION
The FLEX IMPACT® safety products are highly corrosion-
resistant, retaining their characterist ics even under the 
least-favourable condit ions.

UV RESISTANT
Due to this characteristic, your safety posts, fences and 
gates will retain their clearly visible and distinctive yellow 
colour, and preserve your company’s reputation. 

CHEMICAL RESISTANT
The unique composition of our FLEX IM PACT® 
safety products makes them resistant  to most of the 
prevailing chemical and corrosive substances in the 
chemical industry.
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柔軟で耐衝撃性のある
レール＆ポストシステム

アクティブメモリー（復元性）

⼤型⾞との衝突時に解放される⼒を
吸収するよう設計されています。
衝突した場合、バーは曲がりますが
その後、元の形状に戻ります。

モジュール設計

各モジュラーブロックを使用し、様々な構成が
できます。 
ネジやボルトを必要としないため、組⽴て・
交換が容易です。 

鋼製に⽐べて軽量

従来の鋼製に⽐べはるかに軽量であるため
輸送と施⼯が容易です。

鋼製と同等の強度

柔軟なポリマーは従来の鋼製バリアと
同等の強度です。

安全試験認証済

Transpolis L.I.E.R.研究所からの認証を
受けています。

特許取得済みのレールロックシステム

「アクティブメモリー（復元性）」を備えたチューブ
フレキシブルなジョイントシステム

フレキシブルな
ジョイントシステム

柔軟性のある
ラバーキャップ

⻑寿命 + メンテナンス軽減= コスト削減

耐衝撃性に優れているため、
修復や交換のコストを最⼩限に抑えることができます。
そのため、メンテナンスがほとんど必要ありません。

床へのダメージなし
衝撃は柔軟なポリマーに吸収されバリア全体に
分散されます。
そのため、衝撃がベースプレートに集中することが
無く、アンカーボルトの抜けの心配もありません。

再塗装の必要なし
芯部分まで着色されたポリマーでできています。
鋼製の衝突防止システムとは対照的に
塗装や仕上げが剥がれることはありません。
衝突後の再塗装は、もう必要ないのです。

高い視認性

デフォルトのカラーは国際的な
安全色である⻩色です。

腐食とは無縁
耐食性に優れており、
最も過酷な環境下でもその耐食性を維持します。

UV耐性
紫外線による退色を防ぎ、鮮やかな色を
維持します。

耐薬品性
一般的な化学物質や腐食性物質の
ほとんどに対して耐性があります。

カラーレール

フレックスインパクト / イントロダクション

各製品毎に記載されているマーク（数値）は
その製品の最⼤衝撃エネルギーとなります。
（衝突⾓度90度（正⾯衝突））



FLEX IMPACT® safety systems have been designed from a specially 
developped polymer, which is highly impact-resistant, f lexible 

and shock-absorbent . All of our safety systems have been tested 
extensively over a long period of time in order to comply w ith the 

strictest standards of safety. In any kind of impact  due to collision, 
the material simply bends and then returns to its original shape. 
In addit ion, FLEX IMPACT® uses a modular construct ion, making it  
possible to install each and every element separately. If necessary, 
each element can be replaced separately as well. This approach 
allows us to offer a durable safety product with a highly 
cost-eff icient impact that should not be underestimated.

Clearly visible FLEX IMPACT® barriers need to be installed in st rategic places, at locat ions where forklift  
traff ic is prohibited. These include the zones around your company restaurant, in the vicinity of your 
ref lector, the location where you have your timekeeping administration, at the entrances, near your 

sanitary facilit ies, etc. Less logical locat ions would be the zones within your warehouse or outside on the 
company grounds, where you will have pedestrian traff ic circulating alongside forklifts, vans and lorries. 

In these situations, it is also imperative to ensure the maximum safety of your pedestrian staff by placing 

clearly visible safety fences, safety posts, handrails and security gates. Indicating exclusive zones for 

pedestrians is best enforced w ithin a radius of three meters, separated from any kind of traff ic involving 

rolling stock such as forklifts. The best way to demarcate pedestrian zones in the workspace is by placing 
physical barriers.

A clear and highly visible physical demarcation is the most eff icient 

way to separate your traff ic zones from the pedestrian zones in 

the workspace. Forklifts and pallet trucks are among the most  
dangerous types of rolling stock in the workspace. Almost half of 
all vict ims in collisions involving such machines are pedestrians. 
Our FLEX IMPACT® barriers offer a simple safety precaut ion to 
separate your pedestrian zones from busy forklift traff ic zones.

A large number of workplace accidents are caused by collisions 
between pedestrians and forklifts. Half of all vict ims of these 
types of collisions are pedestrians who perished from the crushing 
impact of a forklift  that  was barely moving! The weight  per wheel 
of a forklift  is considerable when compared to that of a regular 
passenger vehicle. Even at  limited speeds, a forklift  remains a 
huge risk for pedestrian safety in the workspace.

FLEX IMPACT, 
A COST-EFFICIENT 
INVESTMENT

A CLEAR AND PHYSICAL 
SEPARATION OF 
PEDESTRIAN ZONES 
AND FORKLIFT TRAFFIC

PEDESTRIANS ARE STILL 
CRUSHED BY FORKLIFTS 
FAR TOO FREQUENTLY

AVOID WORKPLACE ACCIDENTS 
BY USING CLEAR DEMARCATION 
OF PEDESTRIAN ZONES

FLOOR MARKING ALONE HAS 
NEVER STOPPED A FORKLIFT. 
PHYSICAL PROTECTION IS AN 
ABSOLUTE MUST HAVE.

Disclaimer: This is a simplif ied 
visualizat ion of our products 
for bet ter understanding
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   TB 400 PLUS with BO IMPACT and KICK

   HP PLUS

   TB 400 PLUS with KICK
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高いコスト
         パフォーマンス

歩⾏者ゾーンを明確に分け
       労働災害を防ぐ

歩⾏者のための安全なゾーンを確保するにはフォークリフトの進⼊を防止するために
セフティバリアを設置する必要があります。

労働災害の多くは歩⾏者とフォークリフトとの衝突によるものです。 
フォークリフトの重量は通常の乗用⾞に⽐べて⾮常に重く、速度が
制限されている場合でも、フォークリフトは歩⾏者の安全に
⼤きなリスクをもたらします。

フロアマーキングだけでは
フォークリフトを止められません。
物理的な保護は絶対に必要です。

作業空間で歩⾞分離をするには
わかりやすく目につきやすい境界線を設けることが最も効果的です。
フォークリフトの衝突事故による犠牲者のほとんどは歩⾏者です。
フレックスインパクトは歩⾏者ゾーンとフォークリフトの通⾏ゾーンを
分離するための明確で物理的な対策を提供します。

明確で物理的な歩⾞分離

フォークリフトとの衝突事故

フレックスインパクトは特別に開発されたポリマーで出来ており
高い耐衝撃性、柔軟性、衝撃吸収性を備えています。
すべてのセフティバリアは、厳格な安全基準に準拠するために
⻑期間にわたる広範囲なテストが⾏われています。
衝突などのあらゆる衝撃に対してフレックスインパクトを
使用することでより高い安全性を確保することができます。
また、フレックスインパクトはモジュール構造を採用しており、
各モジュラーブロックでシステム構成することが可能です。 
1つ1つのブロックを個別に取り付け
必要に応じてブロック単体を交換することができます。
これにより、コストパフォーマンスに優れた
セフティバリアを提供することができます。

フレックスインパクト / イントロダクション

▲ トラフィックバリア400＆キック

▲ ハンドレールプラス

▲ トラフィックバリア400、
  ボラード・インパクト、キック



-4-

セフティバリアのたわみ量を
考慮した設置を⾏う必要があります

丈夫で柔軟なポリマー

フレックスインパクトは、衝突および衝撃保護を提供する
一連のシステムで構成されており、
高い衝突速度でも、ハイテクで高い耐衝撃性を備えた
柔軟なポリマーから製造されています。 
肉厚で強化されたポリマー要素は、
衝撃を受けるたびに曲がり、その後元の形状に戻ります。

歩⾏者ゾーンを
わかりやすく区分けし
多くの人的被害を防ぐ

フレキシブルポリマーの優れた特性と鋼製との⽐較

フレックスインパクト / イントロダクション

・アクティブメモリー（復元性）      ・床へのダメージなし
・モジュール設計             ・再塗装の必要なし
・鋼製に⽐べて軽量            ・高い視認性
・鋼製と同等の強度            ・腐食とは無縁
・安全試験承認済             ・UV耐性
・⻑寿命 + メンテナンス軽減= コスト削減  ・耐薬品性

セフティバリアの耐衝撃性を証明するために、
様々な厳しい静的・動的テストを⾏っています。
重量3.5トンのフォークリフトが様々な⾓度から
速度を上げてセフティバリアに衝突するテストも
実施しています。
高速度カメラにより様々な速度、衝突の⾓度、変形を
記録し 衝突時の変形や正確な衝突位置も記録します。
その結果、セフティバリアはあらゆる状況下での
衝突に耐えただけでなく、フォークリフト自体も
衝突後、安全な位置に停止しました。
このような広範な衝突試験により、最高水準の安全性を
誇るセフティバリアを市場に提供しています。

最高水準の安全性に
準拠した広範な衝突試験

▲ コラムプロテクター150

▲トラフィックバリアスーパーダブル
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冷凍冷蔵倉庫用の衝突防⽌製品

フレックスインパクト / アイスフレックス

冷凍品と冷蔵品の処理や保管には、しばしば異なるワークフローが伴います。 
例えば、従業員は冷凍室で短時間しか働くことができないため、業務を完了するためにより速く働かなければなりません。 
さらに、重い防寒着によって動きが制限されたり、メガネが曇ったりすることもあります。 
このような特殊な状況では、さらなる安全上のリスクが発⽣する可能性があり、適切なソリューションが必要となります。

コラムプロテクターシリーズ

トラフィックバリア400シリーズ

フリップ

ボープランは、アイスフレックスシリーズで、-30℃までの氷点下での使用を
想定し特別に設計・テストされた数多くの製品を提供しています。
標準のボープランポリオレフィンを調整して、アイスフレックス製品は
氷点下の環境下でも最適な衝撃保護と最⼤限の安全性を提供します。

ラックエンド ラックブル

ボーインパクト

ゴールポスト250

ハンドレールプラス

本カタログ内のアイスフレックス対応製品にはこのマークがついています



EASY TO USE

DESIGN
MODULAR

SAFETY BARRIERS
COLLISION PROTECTION FROM FORKLIFTS 
AND OTHER TRAFFIC

FLEX IM PACT® SAFETY BARRIERS are a form of impact 

protect ion specif ically designed to protect machines and 

buildings from collisions w ith forklif ts or other heavy 

vehicles. These impact protect ion materials are meant for 

high-speed transport environments or locat ions where 
heavy loads are moved or transported, such as 
warehouses, construct ion halls and airports.

IMPACT-RESISTANT, FLEXIBLE IMPACT PROTECTION

Crash tests show that these SAFETY BARRIERS can 

w ithstand the impact of a high-speed collision w ith a 
3.5-ton forklif t. W hat is unique about this impact protect ion 

is that, even in the event of a collision, its anchor points are 

not ripped out of the ground and the f lexible elements retain 

their original shape af ter impact. The modular construct ion 

of the SAFETY BARRIERS gives you the opportunity to f inish 

the impact protect ion of your company one zone at a t ime or 

choose to expand at a later date. 

   TB Super Triple
T B  2 0 0

TB  4 0 0

TB  4 0 0  P LUS

TB  4 0 0  D OUBLE

TB 4 0 0  DOUBLE PLUS

TB 4 0 0  DOUBLE GRILL
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フォークリフト等の⾞両からの衝突防⽌
フレックスインパクトセフティバリアは
フォークリフトなどの⼤型⾞両との
衝突から設備や建物を守るために
特別に設計された衝撃保護材です。
この衝撃保護材は、高速輸送環境や
倉庫、⼯事現場、空港などの重い荷物を
移動・運搬する場所に適しています。

セフティバリアは衝突テストで
3.5トンのフォークリフトによる
高速衝突の衝撃に耐えました。
この衝撃保護材の特徴的な点は、
衝突の際にもアンカーボルトが
地⾯から引き抜かれることなく、
柔軟なバリア素材が衝撃後も
元の形状を維持することです。

耐衝撃性、柔軟性のある衝撃保護

使いやすい
モジュール
設計セフティバリア

フレックスインパクト / セフティバリア

トラフィックバリアスーパートリプル

トラフィックバリア
200

トラフィックバリア
400

トラフィックバリア
400プラス

トラフィックバリア
400ダブル

トラフィックバリア
400ダブルプラス

トラフィックバリア
400ダブルグリル
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地面からの高さが低いバリア
トラフィックバリア260のベーシックモデルです
チューブの上端が床から260mmとなります
チューブ状のバリアはフォークリフトの誤操作による
ダメージを防ぐために適しています
低い高さのチューブは商品やパレットがバリアの下を
くぐり抜けて損傷したり設備にダメージを与えたりする
ことを防ぎます

トラフィックバリア260にハンドレールを追加した
モデルです
フォークリフトによるダメージを防ぐと共に歩⾏者の
安全性も高めます

歩⾏者との境界に効果的なバリア

機械を守るビルトインフェンス
トラフィックバリア260にFRP製のフェンスを追加した
モデルです
歩⾏者ゾーンと機械の間のセフティバリアとして機能
します
⼈が機械に巻き込まれたり、機械が不正に操作される
リスクを最⼩限に抑えることができます

重い⾞両からの衝突を確実に防ぐ
トラフィックバリア260ダブルにハンドレールを
追加したモデルです
フォークリフトによるダメージを防ぐと共に歩⾏者の
安全性も高めます

ダブルバリアで耐衝撃性を向上
トラフィックバリア260にチューブを追加したもので
衝突が起きたときにより強固なバリアを実現します

トラフィックバリア260にグリルを追加した
モデルです
フォークリフトが通⾏するゾーンにおいて
荷崩れから保護します

荷崩れに対するバリア

 トラフィックバリア260シリーズ

フレックスインパクト / トラフィックバリア260シリーズ

トラフィックバリア260

トラフィックバリア260プラス

トラフィックバリア260
         プラスフェンス

トラフィックバリア260ダブル

トラフィックバリア260
         ダブルプラス

トラフィックバリア260グリル

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています



TB 400 PLUS FENCE

PROTECTION BY GUARDING MACHINERY FROM FALLING GOODS OR 
NEARBY PEDESTRIANS

The Plus fence upgrade provides the same shock absorbing 

propert ies as the TB single-tube guardrail w ith the added protect ion 

of a built-in fence. This upgrade provides excellent resistance where 

there is a risk of impact from vehicles such as forklif ts. The built-in 

fencing of fers further protect ion by guarding machinery from falling 

goods or nearby pedestrians.  The fencing is made from f lexible 

materials to minimise damage caused by impacts.

TB 400 SERIES 

4 0
0  m

m
1.000 - 2.000 mm

Ø 250 mm

TB 400

SHIELDING VEHICLE ZONES WITH AN IMPACT RISK

The TB 400 is a tube-shaped barrier from the FLEX IM PACT® 
family of traf fic barriers w ith mid-posts. In spite its small tube 

diameter, its f lexibility and impact resistance should not be 

underest imated.

The single-tube TB 400 is perfectly suited as a barrier for zones 

designated for vehicles w ith a certain impact risk. A wrong 

manoeuvre w ith a forklif t can easily cause substant ial damage to 

your building or your machines. This impact-resistant traf fic barrier 

is part of a remarkably f lexible system that provides highly ef fect ive 

crash protect ion w ith a collision involving a certain impact.

1.1
00

 m
m

1.000 - 2.000 mm

TB 400 PLUS

A STRONG GUARDRAIL PROTECTING PEOPLE AGAINST FORKLIFT 
IMPACTS

The FLEX IM PACT® TB Plus upgrade is a hybrid between our TB 

single-tube guardail and our HP Plus handrail. Combining both the 

strength and height makes this the ideal product for protect ing 

pedestrians. TB Plus upgrades are extremely impact-resistant and 

af ter a crash this barrier retains its original shape, appearance and 

propert ies. The TB Plus is light, modular and easy to install.

The TB Plus is used for creat ing walkways and protect ing 

pedestrians from pallet trucks, lif t trucks, forklif ts or other vehicles 

w ith limited speeds.

2.
30

0 m
m

1.350 mm

Ø 250 mm

20,100 JOULES 
90° IMPACT

20,100 JOULES 
90° IMPACT

20,100 JOULES 
90° IMPACT

Technical overview tables available at the end of this catalog

TB 400 DOUBLE

DOUBLE SHIELDING TO PROTECT FROM COLLISIONS WITH HEAVIER 
VEHICLES

The Double upgrade is a double traf fic barrier that closely 

resembles a guardrail which goes the extra mile in shielding 

pedestrians from vehicle collisions. The Double upgrade consists of 

two parallel horizontal tubes placed on top of each other, fort if ied 

by a mid-post. Essent ially, it’s a TB single-tube guardrail w ith an 

added extra protect ive line, making the barrier extra robust when a 

high-impact crash happens.

80
0 m

m

1.000 - 2.000 mm

Ø 250 mm

39,100 JOULES 
90° IMPACT
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TB 400 DOUBLE PLUS

ROBUST BARRIER FOR PEDESTRIAN ZONES TO PROTECT FROM 
COLLISIONS WITH HEAVIER VEHICLES

The TB Double Plus upgrade is a double traf fic barrier w ith an extra 

handrail that goes the extra mile in shielding pedestrians from 

collisions involving vehicles. The addit ion of a single handrail on top 

provides an extra protect ion from collisions w ith vehicles that have 

a higher impact risk.

Ø 250 mm
39,100 JOULES 

90° IMPACT

1.1
00

 m
m

1.000 - 2.000 mm

20.100 JOULES 
90° IMPACT

TB 400 GRILL

CRASH PROTECTION AGAINST FALLING GOODS

The TB 400 GRILL w ith single tube protects people 

against the impact of forklif ts and falling goods. 

Depending on the size of the (stacked) goods, one can 

opt for an arrangement w ith a centre distance between 

the rails of 275 mm or 550 mm.

275 mm

m
ax

. 3
.0

75
 m

m

39.100 JOULES 
90° IMPACT

TB 400 DOUBLE GRILL

CRASH PROTECTION AGAINST FALLING GOODS

TB 400 DOUBLE GRILL is an extremely robust, double 

traf fic barrier for collision protect ion against heavy vehicles 

and (falling) goods. The TB DOUBLE-tube guardrail of fers 

pedestrians increased safety in storage areas w ith a lot of 

forklif t traf fic. Depending on the size of the (stacked) goods, 

one can opt for an arrangement w ith a centre distance 

between the rails of 275 mm or 550 mm.

275 mm

m
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トラフィックバリア400のベーシックモデルです
チューブの上端が床から400mmとなりチューブ状の
バリアはフォークリフトの誤操作によるダメージを
防ぐために適しています

衝撃リスクのある⾞両ゾーンを保護

トラフィックバリア400にハンドレールを追加した
モデルです
フォークリフトによるダメージを防ぐと共に
歩⾏者の安全性も高めます

衝撃から人を守る強固なバリア

荷崩れから歩⾏者や設備を守る
トラフィックバリア400にFRP製のフェンスを追加した
モデルです
歩⾏者ゾーンと機械の間のセフティバリアとして機能します
⼈が機械に巻き込まれたり、機械が不正に操作される
リスクを最⼩限に抑えることができます

トラフィックバリア400にグリルを追加した
モデルです
フォークリフトが通⾏するゾーンにおいて
荷崩れから保護します

荷崩れに対するバリア

重い⾞との衝突を防ぐダブルバリア構造

トラフィックバリア400にチューブを追加したもので
衝突が起きたときにより強固なバリアを実現します

トラフィックバリア400ダブルにグリルを追加した
モデルです
フォークリフトが通⾏するゾーンにおいて
荷崩れから⼈を守ります

荷崩れに対するバリア

トラフィックバリア400ダブルにハンドレールを追加した
モデルです
フォークリフトによるダメージを防ぐと共に歩⾏者の
安全性も高めます

⾞両の衝突から保護するための
        歩⾏者用の強固なバリア

フレックスインパクト / トラフィックバリア400シリーズ

トラフィックバリア400

トラフィックバリア400プラス

トラフィックバリア400
         プラスフェンス

トラフィックバリア400グリル

トラフィックバリア400ダブル

トラフィックバリア400
         ダブルプラス

トラフィックバリア400
         ダブルグリル

 トラフィックバリア400シリーズ

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています



TB 550

FORTIFIED CRASH PROTECTION FOR VEHICLES INVOLVING 
INCREASED IMPACT

The TB 550 is a tube-shaped reinforced traf fic barrier, derived 

from its smaller brother, the TB 400. However, the TB 550 has a 

fort if ied mid-post. The increased fort if icat ion of the traf fic barrier 

enables it to absorb even heavier crashes.

TB 550 PLUS FENCE

SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN CAR PARKS AND ON ACCESS 
RAMPS

The upgrade is specially designed for use in car parks and on 

access ramps. The strong f lexible traf fic barrier resits impact and 

absorbs shock whilst the built-in fence protects pedestrians. The 

TB Armco Plus Fence is available in two sizes; 5 metres or 10 

metres. The bright yellow colour increases visibility so that the 

barrier can be easily seen even in compromised light ing. 

TB 550 SERIES 

5 0
0  m

m

1.000 - 2.000 mm

Ø 250 mm

1.350 mm

Ø 250 mm

1. 1
0 0

 m
m

18,300 JOULES 
90° IMPACT

18,300 JOULES 
90° IMPACT

TB SUPER DOUBLE

FORTIFIED PROTECTION FROM VEHICLES WITH A HIGH IMPACT RISK

The TB Super Double is the second heaviest traf fic barrier in 

Boplan’s FLEX IM PACT® range. As the name implies, this barrier is 

part of the ult imate in collision protect ion systems. The TB Super 

Double is assembled from two parallel protect ive lines supported 

by an extra fort if ied mid-post. w ith an added extra protect ive line, 

making the barrier extra robust when a high-impact crash happens.

TB SUPER SERIES 

8 0
0 m

m

1.000 - 2.000 mm

Ø 250 mm

1.1
00

 m
m

1.000 - 2.000 mm

TB SUPER TRIPLE

THE HEAVIEST TRAFFIC BARRIER FOR YOUR BUSINESS-CRITICAL 
INSTALLATIONS

The TB Super Triple is the ult imate in protect ion for collisions in 

Boplan’s FLEX IM PACT® array. W ith its three parallel protect ive 

lines on top of each other and its fort if ied mid-post, the TB Super 

Triple is the heaviest traf fic barrier in our series.

W ith its three parallel protect ive lines, this most heavy-duty 

traf fic barrier provides maximum impact resistance while 

retaining its shape, appearance and propert ies af ter a crash. The 

impact resistance as well as the modularity of the system have 

been subjected to the strictest tests. The TB Super Triple is the 

perfect traf fic barrier to protect business-crit ical installat ions 

and buildings  that have a signif icant chance at collisions in your 

company due to heavy traf fic.

Technical overview tables available at the end of this catalog

Ø 250 mm

50,100 JOULES 
90° IMPACT

48,300 JOULES 
90° IMPACT
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トラフィックバリア400をベースに開発されたバリアです
中間ポストが強化されたことでより強い衝突を吸収する
ことができます

衝撃が増⼤する⾞両の衝突保護を強化

駐⾞場で使用するための専用設計

トラフィックバリア550をベースに駐⾞場での使用の
ために特別に設計されたバリアです
強靭で柔軟性のあるFRP製のフェンスが歩⾏者を保護します

フレックスインパクトシリーズの中で最も頑丈なバリアの
一つです
3本の平⾏なチューブを持つこのバリアはより高い
耐衝撃性を提供するとともに衝突後もその形状・外観・
特性を維持します
この製品は交通量が多く衝突の可能性が高い設備や建物を
保護するために最適なバリアです

最も頑丈なトラフィックバリア

フレックスインパクトシリーズの中で最も頑丈な
バリアの一つです
2本の平⾏したチューブと最も強固な中間ポストで
構成されています

最も頑丈なトラフィックバリア

 トラフィックバリアスーパーシリーズ

フレックスインパクト / トラフィックバリア550シリーズ・トラフィックバリアスーパーシリーズ

 トラフィックバリア550シリーズ

トラフィックバリア550

トラフィックバリア550
         プラスフェンス

トラフィックバリアスーパーダブル

トラフィックバリアスーパートリプル

56
0

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています
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⻑寿命 + 
メンテナンス軽減
 = コスト削減

歩⾏者ゾーンの境界として
地⾯から低い位置に設置されるため主に⾞止めとして
機能します
歩⾏者ゾーンとの境界を⾞両が越えないように
するために設置します

台⾞・カートなどの
     軽量⾞両からの保護

 トラフィックバリア200シリーズ

フレックスインパクト / セフティバリア フレックスインパクト / トラフィックバリア200シリーズ

トラフィックバリア200

 トラフィックバリアミニシリーズ

トラフィックバリアミニ トラフィックバリアミニダブル

台⾞・カートなどの
     軽量⾞両からの保護

シリーズの中で最も⼩さくて軽いセフティバリア
特に衝撃⼒が低い軽量⾞両が使用される場所に
設置されます

トラフィックバリアミニにチューブを追加した
モデルです



BOLLARDS 
& GOAL POSTS
ROBUST PROTECTIVE POSTS AND BARRIERS 
FOR YOUR GATES AND ACCESS WAYS

Bollards and Goal Posts by BOPLAN® provide excellent 

barriers for your gates and access ways. Af ter all, collisions 

involving gates and access ways can lead to major, 
long-term problem situat ions. Damage or defects in your 

gates and access ways due to collisions w ith a pallet truck 

or forklif t can cause a major disrupt ion in the f low of 

people and goods. W ait ing unt il the damage is repaired 

can cause serious delays or may even lead to a temporary 

shutdown in act ivity, and that is obviously something 

you’d rather avoid.

PREVENTION IS BETTER THAN THE CURE WITH THESE 
FLEXIBLE PROTECTIVE POSTS

BOPLAN’s impact-resistant FLEX IM PACT® range of fers 

various types of protect ive posts and construct ions for 

simple yet ef fect ive protect ion for your gates and access 

ways. The synthet ic construct ion of our Bollards and Goal 

Posts provides the opt imum in energy-absorbing capacity. 

W hen crashing into a protect ive post, the material w ill 

distort and af terwards return to its original shape. These 

f lexible protect ive posts have therefore been constructed 

in such a way that in the event of a collision, they w ill 

prevent damage to your gates, the protect ive posts and 

the vehicle causing the crash.
B O  L I G H T

BOLLARD HEIGHT AND 
VISIBILITY FEATURES 
ARE EXTREMELY 
IMPORTANT

B O  I M P A C TB O  L E D

B O  S U P E R

G P  G O A L  P O S T

With optional 
rotor

32 33| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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ボラード &
     ゴールポスト

ドアや開口部への衝突保護

ボラードとゴールポストは、ドアや開口部を
保護する優れたセフティバリアです。
パレットトラックやフォークリフトとの
衝突によるドアや開口部の損傷は、⼈や物の
流れに⼤きな障害をもたらします。

「予防は治療に勝る」

ボラード＆ゴールポストは様々なタイプあり、
ドアや開口部をシンプルかつ効果的に保護します。
アクティブメモリー（復元性）を備えているため、
衝撃を吸収し、元の形状に戻ります。
そのため、ドアや開口部だけではなく、
バリア自⾝や衝突した⾞両へのダメージも防ぎます。

ボラードの高さと
⾒やすさが重要

フレックスインパクト / ボラード＆ゴールポスト

ボラード・ライト
（BO LIGHT）

ボラード・LED
（BO LED）

ボラード・インパクト
（BO IMPACT）

ボラード・スーパー
(BO SUPER)

ゴールポスト
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軽微な衝突に使用されるボラード

台⾞・カートなどの衝突から保護するための
ボラードです

最もスタンダードなボラード
衝突が頻繁に発⽣する場所への設置に最も適した
ボラードです
衝撃を緩和するためのローターオプションも選択が
可能です

光の少ない環境でのボラード
ボラード・インパクトに5個のLEDライトを追加した
タイプです
光の少ない環境に設置することで視認性を
向上させることができます
（室内設置専用）

重量⾞両からの保護
ボラードシリーズの中で最も強固なボラードです

床への
ダメージ
なし

フレックスインパクト / ボラード フレックスインパクト / ボラード＆ゴールポスト

ボラード・ライト（BO LIGHT）

ボラード・インパクト（BO IMPACT）

ボラード・LED（BO LED）

ボラード・スーパー(BO SUPER)
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* 4.000㎜を超える場合は、追加の中間サポートが必要です

開口上部の衝突を防ぐ

ゴールポストは⼤型⾞両などの衝突から開口上部を保護するセフティバリアです
オプションとして吊り下げ式のタッチバリアも設置が可能です

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています

フレックスインパクト / ゴールポストシリーズ

ゴールポスト200              ゴールポスト250

タッチバリア
（オプション） タッチバリア

（オプション）



HANDRAILS
FLEXIBLE PLASTIC HANDRAILS FOR 
VARIOUS APPLICATIONS

Peaceful cohabitat ion between man and vehicle requires 

strict rules and safe part it ioning. Our FLEX IM PACT® 
handrails have been specif ically designed to provide 

logical, clear separat ions between people and vehicles in 

busy, high-traf fic areas. Our f lexible handrails are available 

in three separate versions, from light to heavy, to help 

you w ith your safety needs. In addit ion, you also have 

the choice between handrails w ith two or three rails, in 

accordance w ith the situat ion that needs to be secured.

MULTIFUNCTIONAL RAIL SYSTEM 
AS SAFETY GATE, BOTH INSIDE AND OUTSIDE

The FLEX IM PACT® handrails provide a mult ifunct ional 

rail system for various applicat ions, indoor or outdoor. 

There is no idea too w ild: from balustrade to safety gate, 

we provide the appropriate f lexible and impact-resistant 

safety gate for any situat ion. All of our handrails are made 

of high-quality, high-performance synthet ics, w hich w ill 

make the propert ies of tradit ional natural resources seem 

like yesterday’s news.

| FLEXIMPACT | HANDRAILS

LIGHTWEIGHT

STEEL
COMPARED TO 

   HP Plus with KP 150

HD LIGHT

HD M EZZA

FE FENCE

FE PLUS

H P  G R I L L

H T  T U N N EL FR EE STA N D I N G

40 41| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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ハンドレール

様々な用途で使えるポリマー手摺

歩⾞分離を完全に実現させるためには厳格な
ルールと物理的に間仕切ることが必要です
ハンドレールを設置することにより明確な
分離が可能になります

屋内外の多機能レールシステム
屋内外を問わず様々な用途に対応する多機能な
レールシステムです

鋼製に⽐べ

軽量

フレックスインパクト / ハンドレール

ハンドレールプラス＆コラムプロテクター150 ハンドレール・ライト
（HD  LIGHT）

ハンドレール・メッツァ
（HD  MEZZA）

フェンス
（FE FENCE）

ハンドレール・プラス
（HP PLUS）

ハンドレール・グリル
（HP GRILL）

ハンドレール・トンネル
（HT TUNNEL）
※自⽴タイプ
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腐食とは
無縁

高い
視認性

最も軽量で簡易的な手摺

最も軽量で簡易的な手摺となります

落下防⽌用の⼱⽊付き手摺

ハンドレール・ライトに落下防止用の⼱⽊が付いた
タイプです

FRP製の簡易フェンス
歩⾏者ゾーンと機械の間のセフティバリアとして
機能します
⼈が機械に巻き込まれたり、機械が不正に操作される
リスクを最⼩限に抑えることができます

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています

ハンドレール・ライト（HD  LIGHT）

ハンドレール・メッツァ（HD  MEZZA）

フェンス（FE FENCE）

フレックスインパクト / ハンドレール
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歩⾞分離を強化
交通量の多いハイリスクエリア向け
ハンドレールの中で最も強靭でスタンダードな
タイプです
3本のレールと強固なポストを使用することで
危険性の高いゾーンから歩⾏者を分離することに
重点を置いています。

荷崩れから人を守る

フォークリフトの通⾏がないゾーンで
荷崩れから⼈を守ります

製品の落下や積み上げられた荷物から
歩⾏者を守る

歩⾏者用通路を確保すると共に製品の落下や
両側に積み上げられた荷物から歩⾏者を守ります

歩⾏者用通路を製品の落下から守る

歩⾏者用通路を確保すると共に製品の落下や
⽚側に積み上げられた荷物から歩⾏者を守ります

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています

フレックスインパクト / ハンドレール

ハンドレール・プラス（HP PLUS）

ハンドレール・グリル（HP GRILL）

ハンドレール・トンネル（HT TUNNEL）
※⾃⽴タイプ

ハンドレール・トンネル（HT TUNNEL）
※壁固定タイプ

2本レール仕様 ⼱⽊付

蓄光仕様 蓄光仕様（発光時）



SAFETY GATES
INNOVATIVE SAFETY GATES AS A BARRIER  
TO UNAUTHORISED PERSONNEL

If we are talking about the polymer safety materials used 

in our FLEX IM PACT® family, we should not fail to ment ion 

our innovat ive safety gates. In locat ions where safety is 

a necessity, carelessly leaving gates open could lead to 

far-reaching consequences. Due to the various gates in our 

array of Safety Gates, you can easily eliminate these risks.

COMPLETELY CLOSING OFF HALLWAYS AND MACHINE 
ROOMS FOR UNAUTHORISED PERSONNEL

To ensure even greater safety, our access gates are 

supplied w ith accompanying balustrades. In addit ion, both 

the sliding gates and sw ing gates are provided w ith a self-

closing system, ensuring that traf fic between the various 

zones in your company not only proceeds at a faster pace, 

but also stays more secure. Safety gates are the perfect 

way to close of f hallways and machine rooms which are 

only accessible to authorised personnel.

| FLEXIMPACT | SAFETY GATES

   HP Plus with SG Swing Gate

Always physically separate traffic lanes from pedestrians, use safety gates 
at clearly marked crossings or dangerous areas.

Disclaimer: This is a simplif ied 
visualizat ion of our products 
for bet ter understanding

BB  BELT BARRIER

D OCK  GATE

SG  SW I N G  G A T E

SG DROP GATE

SG  SL I D I N G  G AT E

46 47| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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セフティゲート
革新的なセフティゲート

安全性が求められる場所では、セフティバリア間の
開口部を開けたままにしておくと歩⾏者と⾞両が
接触する危険が伴います。
セフティゲートには様々なタイプがあり、
このようなリスクを排除することができます。

通路と危険エリアを完全に分離

さらに安全性を高めるため、スイングゲートには
自動閉鎖システムが装備されており、通路と
危険エリアを完全に分離することが可能です。

常に⾞両と歩⾏者を分離し、横断歩道や危険な
場所にはセフティゲートを使用

ハンドレールプラス＆スイングゲート

フレックスインパクト / セフティゲート

ドックゲート ベルトバリア スイングゲート

ドロップゲート

スライディングゲート



-18-

鋼製に⽐べ
軽量

スライド式セフティゲート

スライドドアを使って開閉させるセフティゲートです
手動開閉式で自閉はしません

スイング式セフティゲート
スイングドアを使って開閉させるセフティゲートです
手動開閉式で自閉します
90度の全開位置で保持しますがプッシュバックブロックを
設置すると保持せず自閉します
また標準は自由開きですがゲートストップを設置することで
⽚開きにすることもできます

ドロップゲートは上下に開閉させるセフティゲートです
手動開閉式で自閉はしません

跳ね上げ式セフティゲート

歩⾏者が危険な場所に⼊るのを防ぐための
ベルト式バリア

ベルトバリアは5mと10mの2種類の⻑さがあります

フレックスインパクト / セフティゲート

プッシュバックブロック ゲートストップ ホイールサポート
>=1500㎜

ベルトバリア

ドロップゲート

スイングゲート

スライディングゲート

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています
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DOCK GATE

   S
OFT CLOSE-SYSTEEM

EFFORTLESS OPENING AND CLOSING

Gate w ith double rail system for a pedestrian fall protect ion 

equipped w ith a hydraulic assist mechanism for smooth and easy 

operat ion while ensuring a safe working environment for employees 

and pedestrians. In addit ion, the dock gate provides protect ion for 

your door tracks. The loading dock gate consists of few components, 

reducing the t ime of installat ion to a minimum.

LOADING DOCK FALL PROTECTION SYSTEM

FEATURES
  Protected shutter mechanism
  Compact and straightforward design 
  Indoor use
  Easy and fast installation
  Safe solution
  Flexible and impact-resistant rail and post system

  Loading and unloading zones
  Distribution centres
  Warehouses and storage facilities
  Transport and logistics centres
  Logistics, supply chain and materials handling industries
  Commercial real estate

APPLICATIONS /  TYPICAL ENVIRONMENTS

| FLEXIMPACT | SAFETY GATES

1.800 - 3.000 mm

1.1
75

 m
m
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搬出口の落下防⽌システム
落下防止のためのゲートです
スムーズで簡単な操作を可能にする油圧アシスト機構を備え
従業員の安全な作業環境を確保します
さらに両サイドのボラードにより開口部の保護にも貢献します

スムーズなゲート開閉

フレックスインパクト / セフティゲート

ドックゲート



RACK PROTECTORS
FOR OPTIMUM WAREHOUSE PROTECTION

Rack protectors w ill not only save you from considerable 

warehouse damage, they w ill also help you prevent human 

suf fering. Crashes between racking and forklif ts are among the 

most common workplace accidents in warehouses. W arehouse 

operat ives are of ten under severe t ime constraints and of ten have 

to manoeuvre quickly in a relat ively small space. A crash against a 

rack is therefore an accident wait ing to happen. Almost every t ime, 

these types of crashes lead to material damages w ith costs going 

through the roof, all because of rack collapse, of ten aggravated 

due to an uncontrollable domino ef fect. In addit ion, this almost 

always causes life-threatening situat ions for the forklif t driver as 

well as the other staf f that happen to be in the warehouse at that 

t ime.

PREVENT WORKPLACE ACCIDENTS WITH SOLID RACK 
PROTECTION

By installing Rack Protectors from Boplan’s FLEX IM PACT® family, 

you can almost ent irely eliminate the chances of this type of 

disaster scenario. This impact-resistant series of materials for rack 

protect ion is extraordinarily energy-absorbing and f lexible. Af ter 

a crash, the rack protect ion w ill return to its original shape and 

retains its external appearance and propert ies, whilst leaving your 

racking intact.

With optional rotor’s

   TB RackBull with RE Rack End

RACKEN D  

W I TH  

SU P P ORT

RACKBULL XL ®

RACKBULL L ®

STEP 1: CLICK, STEP 2: DONE!

RackBull XL RackBull L

52 53| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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カチッ 装着完了
最適なラック保護のために

頑丈なラックプロテクション

ラックプロテクター

ラックとフォークリフトの衝突は、最も多い災害の
一つです。
ラックへの衝突は様々な物的損害につながり、
損害額も⼤幅に上昇します。
また、荷崩れによるフォークリフトの運転手や作業員を
危険に晒すことを防ぎます

ラックプロテクターを設置することで、このような
危険性をほぼ完全に排除することができます。
このラックプロテクションシリーズは、
⾮常に高いエネルギー吸収性と柔軟性を備えています。
衝突後、ラックプロテクションは元の形状に戻り、
外観と特性を維持し、ラックは無傷のままです。

TB RackBull + RE Rack End

フレックスインパクト / ラックプロテクター

トラフィックバリアラックブル＆ラックエンド

ラックブルXL ラックブルL

ラックエンド＆サポート

ラックブルL

ラックブルXL

ローター（オプション）
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フレックスインパクトシリーズの革新的なラックプロテクションシステムで
衝突によるラックの崩壊を防ぎます
ラックサポートには様々な直径があり統一された国際規格がないため
すべてのラックに適合するラックプロテクションを⾒つけるのは特に困難です
ラックブルはその問題を⾒事に解決しました
このラックプロテクションがあればもう正確な寸法を気にする必要はありません

ラックエンドの衝突防⽌
ラックの端部を保護するためのバリアです
衝撃を緩和するためのローターオプションも選択が
可能です

ラックの端部を保護するためのバリアで中間部に
サポート材が追加されています
衝撃を緩和するためのローターオプションも選択が
可能です

ラックの崩壊を
防ぐ

⾞両の衝撃から
ラックの端部を保護

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています

インパクトフォーム
 （オプション）

ダストキャップ
（オプション）

様々なサイズの
ラックに対応

様々なサイズの
ラックに対応

ラックブルL ラックブルXL ラックエンド

フレックスインパクト / ラックプロテクター

ラックエンド＆サポート

強化されたラック用
                  クラッシュプロテクション

インパクトフォーム
 （オプション）

ダストキャップ
（オプション）

すべてのラックにフィットするユニバーサルなラックプロテクション



COLUMN & CORNER 
PROTECTORS
THE BEST PROTECTION FOR LOAD-BEARING PILLARS  
AND COLUMNS

Industrial collision safety measures by means of column 

protectors prevent expensive and structural damage to 

columns, posts and pillars in warehouses, product ion halls, 

airports and parking facilit ies. Tested and approved, and 

developed in accordance w ith the most stringent safety 

standards, these products provide all-round protect ion.

Every year in numerous working environments all over the 

world, a great deal of damage is caused to columns, posts and 

pillars by collision w ith moving vehicles. BOPLAN ® column 

protectors of fer ideal protect ion for columns, pillars and posts. 

Not only w ill FLEX IM PACT® column protect ion enable you 

to prevent expensive damage to your building and vehicles, 

vehicle operators w ill be bet ter protected against injury thanks 

to FLEX IM PACT®’s unique characterist ics.

BOPLAN® column protectors were designed specif ically to 
enhance safety in industrial working environments, part icularly 

in situat ions where forklif t and pedestrian traf fic regularly 

converge. The applicat ion of large BOPLAN® protectors is an 

at tract ive, versat ile and highly visible method to guarantee a 

safe f low of traf fic on the work f loor and minimize expensive 

damage to freestanding columns in industrial buildings.

BOPLAN® FLEX IM PACT® safety products were designed to 

provide columns, pillars and posts in working environments 

the highest possible degree of impact protect ion. They 

minimize the impact force w ith which colliding vehicles can 

damage columns, eliminat ing virtually all risk of damage 

through their absorpt ion power and safeguarding the 

structural integrity of your pillars. BOPLAN ® can of fer suitable 

protect ion for pillars and columns of all possible sizes. 

W ith a w ide range in diameters, the most suitable form 

of column protect ion can be installed in every working 

environment. M ade from f lexible and unbreakable plast ic or 

polyolef in, BOPLAN® column protectors provide an extra layer 

of protect ion around the most vulnerable pillars or columns 

in your warehouse. Thanks to the f lexible synthet ic material 

w ith which the column protectors are made, they fully absorb 

the impact of collisions, protect ing your vehicles, pillars or 

columns, and drivers.

K P  
6 0 0

K P  
5 0 0

K P
 4 0

0

   KP 150

Stackable for protection at heights

Manufactured from poleylefin
Colored through to the core
UV-resistant
Non-conductive
Water-resistant

Installation in only a few seconds 
with broad Velcro® ties

Ability to screw halfs together

Can be used on pillars and columns 
of various shapes and sizes

Air columns for controlled 
impact absorption

K P
 3 0

0

K P
 2 0

0

K P
 1 5

0

K P
 1 0

0
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コラム＆
  コーナープロテクター
柱の保護に最適

幅広いサイズの中から、最適な形で
構造物の損傷を防ぎます。
衝突する⾞両が柱に与える衝撃⼒を最⼩限に抑え
その吸収⼒によって損傷のリスクをほぼすべて排除し
柱などの構造物を保護します。

柔軟なポリマーを使用しているため衝突時の衝撃を吸収し
柱などの構造物やフォークリフトの運転手を保護します。

  積み重ね可能

様々な形や
⼤きさの柱に
使用可

  衝撃吸収を
コントロールする
    エアコラム

マジックテープで
     装着可能

ポリマー

   貫通ボルトでも固定可能
 （オプション）

フレックスインパクト / コラム＆コーナープロテクター

コラムプロテクター200
コラムプロテクター150

コラムプロテクター100

コラムプロテクター400
コラムプロテクター300

コラムプロテクター500コラムプロテクター600

▲ コラムプロテクター150



OFFERS NUMEROUS ADVANTAGES

BOPLAN® of fers high-quality, advanced and ef ficient 

column protect ion for your pillars, columns and buildings. 

BOPLAN® polyolef in protectors of fer an extremely high 

degree of impact resistance and come in yellow as a 

standard, the colour commonly used to designate safety 

hazards. Thanks to “Act ive M emory”, they retain their 

original shape and/or posit ion af ter every collision. As 

synthet ic materials do not rust or need paint ing, they are a 

cost-ef ficient solut ion for every warehouse.

Supporting smaller size 
underneath corners thanks to 
recesses*

Available in various  
shapes/sizes

Consists of two separate parts

Can be fitted around round, 
square, octagonal or 
rectangular pillars**

INCREDIBLY STRONG & EXTREMELY IMPACT-ABSORBENT

✪ BOPLAN® column protectors are made from a f lexible and 

unbreakable plast ic or synthet ic material.

✪ They minimize the collision impact caused by a forklif t 

that can damage pillars, the surrounding support points 

and the forklif t itself - or injure its driver.

✪ Strategically placed curves and recesses are installed 

around the column protector to eliminate collision  
forces on the column or pillar.

✪ Air columns eliminate interior air at a controlled speed 
during the collision, enabling the protectors to retain their 

resistance against colliding forces while def lat ing.

✪ BOPLAN® Column Protectors w ill never slide away, 

regardless of the collision angle.

✪ Our extensively tested protectors are elast ic, f lexible and 

shape-retaining, w ith a high impact absorpt ion capacity.

✪ Follow ing a collision w ith a vehicle or forklif t against steel 

or concrete pillars of a building’s skeleton or  warehouse, 

the column protector will retain its original shape thanks 
to its extensive absorbing capacit ies.

UNIQUELY PROMINENT APPEARANCE

✪ Eye-catching yellow : prominently visible in the  
universal colour for designat ing a safety hazard (also 

available in other colours).

✪ UV-resistant plast ic prevents loss of colour and  
discolorat ion.

✪ The shape and number of recesses are taken into 
considerat ion during the design phase to create a 

f low ing design.  This w ill prevent any dust or dirt from 

accumulat ing in angular recesses.

✪ The protectors are water-resistant, do not rust and are 

therefore easy to clean;

✪ Impervious to most chemical products and 
non-conduct ive.

KP SERIES

*KP 400 & KP 600  excluded  * *  Optional extensions Optional KP Fixation Set

KP UNIVERSAL

MODULAR AND UNIVERSAL PROTECTION OF LARGE 
COLUMNS AND MASTS

The KP Universal is part of the FLEX IM PACT® family and just 

as all other products in this series, is extremely impact-resistant. 

W ith its enormous capacity for compression, this product handles 

shocks, absorbing them even during the slightest collisions. 

Durable and maintenance-free synthet ic column protect ion is 

available in highly visible signal yellow. Thanks to its modular ‘one-

size-f its-all’ construct ion, it is suitable for pillars of all dimensions. 

Af ter impact, the KP Universal column protector w ill retain its 

shape, appearance and characterist ics.

CP PROTECTOR

CORNER PROTECTION FOR THE MOST VULNERABLE WALLS 
AND CORNERS

The CP Corner Protector provides an impact-resistant corner 

protect ion or wall protect ion for all types of walls, part it ions and 

corners, but also for small pillars and machines in your company, 

garage, warehouse or shop. The CP corner protect ion is part of 

the f lexible and durable FLEX IM PACT® collision protector series 

and is available in both yellow and black. The CP corner and wall 

protect ion is light, easy to install and w ill protect even the most 

vulnerable ends and corners of your walls and part it ions.

1.000 mm 700 mm

120 mm

1.1
00
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1.1
00
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m

1.0
00

 m
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1.1
00
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KP PROTECTORS

PROTECTION APPLIED AROUND LOAD-BEARING PILLARS OR COLUMNS WITH AN H BEAM

The KP Protector is a round column protector for all-round load-

bearing pillars or columns w ith an H beam. This pillar protect ion w ill 

help you prevent collision damage to masts, load-bearing pillars and 

columns in factories and warehouses. The KP protector consists of 

two parts that can easily be snapped shut around the pillar.

 | COLUMN & CORNER PROTECTORS | KP SERIES

Technical overview tables available at the end of this catalog

600 mm 500 mm 400 mm
300 mm 200 mm

150 mm 100 mm

2,000 JOULES 
90° IMPACT

2,200 JOULES 
90° IMPACT

  •
 A

LS
O AVAILABLE IN •  B

OPLAN® ICE FLE
X

®

 
FOR UP TO 

-30°C
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様々な形状/サイズを
   ご用意

2つの独⽴した
 部品で構成

  凹みを利用して
⼩さい柱にも対応*

正⽅形、⻑⽅形など
様々な柱に取付可**

コラムプロテクター
数々のメリットを提供

ボープランは高品質で先進的かつ効率的な
コラムプロテクターを柱や建物に提供します。
ボープランのポリマー製プロテクターは
⾮常に高い耐衝撃性を備えており、標準色は
⻩色となっております。
また「アクティブメモリー」により、衝突後も
元の形状や位置を維持することができます。
合成素材のため、錆びることもなく、塗装の
必要もないので、あらゆる倉庫に適したコスト
効率の高い製品です。

驚異的な強度と優れた衝撃吸収性

・視認性の高い⻩色は安全性を⽰す世界共通の色です
・プロテクターは水に強く錆びないためお手⼊れも簡単
 です
 多くの化学薬品に耐性があり絶縁体です

ユニークな外観

・壊れにくいポリマーでできています
・フォークリフトによる柱やフォークリフト本体への衝撃を
 最⼩限に抑えることができます
・衝突時にエアコラムが一定の速度で内部の空気を
 排出することで衝突時の衝撃を減少させることができます
・伸縮性、柔軟性、形状保持性に優れ、高い衝撃吸収能⼒を
 備えています
・⾞両やフォークリフトが衝突しても、高い復元性により
 元の形状を維持します

*コラムプロテクター400 & コラムプロテクター600 を除く
**オプションのエクステンション

固定用ボルトセット
（オプション）

コンクリート柱や鉄骨柱に最適なバリア

コラムプロテクターコンクリート柱や鉄骨柱に最適な円形プロテクターです
⼯場や倉庫などの柱への衝突被害を防ぐことができます
2つのパーツで構成されており柱に簡単にはめ込むことができます

コラムプロテクターと同様に⾮常に高い耐衝撃性を
備えています
あらゆる寸法の柱に対応できるモジュラー構造と
なっており衝撃を受けた後もその形状 外観 特性を
維持します

⼤型の柱を保護するバリア

コーナー部を守る簡易バリア

ガレージ 倉庫などのあらゆる種類の壁 柱のコーナー部を
守ります
軽量で取り付けが簡単で⻩色と⿊の2色があります

CP

コーナープロテクター

コラムプロテクター

フレックスインパクト / コラム＆コーナープロテクター

コラムプロテクターユニバーサル
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地面から低い位置での衝撃を吸収

壁や設備等の足元を衝撃から保護すると
共に軽⾞両等の⾞止めとしても機能します。
この⼱⽊＆⾞止めは、お客様のご要望に
応じて3つの異なるサイズをご用意しています。

フォークの爪から機械や壁を守る

*⻩色のエンドポストとミッドポストはオプションカラー
  デフォルトカラーは⿊色

フレックスインパクト / ⼱⽊&⾞⽌め

⼱⽊&⾞⽌め

ハンドレールプラス＆キック
ホイールストップ

キック

カーブ*

フリップ

ヘキサ



  HP Plus with PL Kick

KICK

PROTECT SKIRTING BOARDS AND WALLS FROM VEHICLE COLLISIONS

The KICK is specif ically designed to absorb impacts that take 

place low to the ground. The rectangular-shaped design is ideal 

for protect ing skirt ing boards and walls from low impact collisions 

in high-traf fic zones such as car parks, construct ion halls and 

warehouses . The KICK can be combined w ith most of our traf fic 

barrier systems for a full safety solut ion.

HEXA

ROBUST SYNTHETIC PROTECTION AGAINST CRASHES

The HEXA is a hexagonal-shaped, synthet ic kick rail which is ideal 

for protect ing walls and skirt ing boards from collisions.  
The HEXA is a slightly bigger and heavier version of the KICK w ith 

a hexagonal design rather than rectangular.

KERB

PROVIDING CONTINUOUS FLEXIBLE PROTECTION AGAINST 
ROLLING STOCK

The KERB is similar to the KICK but w ith the added benef it of 

being able to connect mult iple KERBS together to give cont inuous 

protect ion. The KERB is made of a synthet ic material and is perfect 

for protect ing walls and skirt ing boards from scuf fs and damage 

caused by vehicle collisions.

WS WHEELSTOP

RUBBER STOP USED IN PARKING BAYS TO RESTRICT COMMERCIAL 
VEHICLES REVERSING

Our rubber wheel stop used in HGV, LGV and Domest ic parking 

bays to restrict commercial vehicles reversing into perimeter 

fencing, walls etc. Each wheel stop incorporates 5 Fixings suitable 

for tarmac or concrete. This makes it a very strong, reliable and 

robust solut ion. A rubber wheel stop delivers its job well providing 

a posit ive stop to HGV, LGV and Domest ic vehicles, aiding and 

show ing the driver to know where to stop and park.

1.000 - 3.000 mm

1.000 - 3.000 mm

1.000 mm

250 mm

1.250 mm*

11
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0/

20
0/

 
30

0 m
m

11
0 m

m

110 mm

110 mm

190 mm

*Also available from 600 mm up to 1.750 mm. 
End - and Mid posts coloured in yellow are not standard. 
Black is the default colour.

 | PLINTHS | 

 | WHEELSTOPPERS | 

Technical overview tables available at the end of this catalog

2,670 JOULES 
90° IMPACT

2,206 JOULES 
90° IMPACT

5,500 JOULES 
90° IMPACT

6564 | MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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壁や設備を守る
地⾯から低い位置で発⽣する衝撃を吸収させるため
⻑⽅形の形をしており壁や設備を保護するのに最適です

連続して壁や設備を守る
キックに似ていますが、連結させることで壁や設備等を
保護することが出来ます

*600mmから1750mmまでの製品もあります
  ⻩色のエンドポストとミッドポストはオプションカラーです
  ⿊がデフォルトカラーです

六⾓形のバリア
六⾓形のデザインで衝撃を吸収します

駐⾞場で使用される⾞⽌め

駐⾞場で使用される⾞止めとして設置し周囲の柵や壁などに
衝突するのを防ぎます

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています

フレックスインパクト / ⼱⽊&⾞⽌め

ホイールストップ

キック

ヘキサ

カーブ

▲ ハンドレールプラス＆キック
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さまざまな接続ポストによりあらゆる⾓度での設置ができます
素早く簡単に設置することができ最⼤限の安全性を
確保することができます

連続して壁や設備を守る

     で
視認性アップ
⻩⾊と⿊⾊

ボープランフレックスシステム
    衝撃吸収システム

 コーナーポスト       エンドポスト         ミッドポスト   ユニバーサルコーナーポスト

認識しやすい色での
壁⾯保護

機械を台⾞の衝突
から守る

あらゆる⾓度での
コーナー構成が可能

⼯場の壁に沿った
シームレスな保護

エンドレス
モジュラー
システム

・さまざまな接続ポストにより無限の連続設置が可能
・モジュラーデザイン
・素早く簡単に設置可能

フレックスインパクト / ⼱⽊&⾞⽌め

フリップ
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腐食
なし

視認性の高い
⾊

ローディングドックプロテクション

建物 荷役用プラットフォーム トラックを
保護します ポリマーから作られた当社の
ドックプロテクションは従来のゴム製品と
⽐較して耐摩耗性 耐カット性 耐引裂性に
優れています
さらに一体化した亜鉛メッキの補強板に
より衝突時の⼤きな衝撃を吸収するように
設計されています

亜鉛メッキ補強板

フレックスインパクト / ドックバンパー

ドックバンパー



INDUSTRIAL SAFETY 
GATE FOR ROBUST 
FALL PROTECTION
Falling from a great height const itutes a genuine risk for many 

categories of employees. The consequences of such a fall can 

be catastrophic: serious injury, prolonged incapacity for work or 

a fatality in the worst case. No compensat ion can usually make 

up for the personal suf fering caused. The consequences for the 

employer should not be underest imated either: the product ion 

process is halted or is subject to serious delays and t ime-

consuming labour inspect ions follow. The company’s reputat ion 

risks being damaged, the t ime lost is signif icant and costs get out 

of hand.

The AXES GATE prevents such situat ions because it provides 

robust fall protect ion, by constantly building on its extensive 

experience in diverse sectors. The AXES GATE was BOPLAN’s 

very f irst product and has since been perfected down to the 

smallest details. The installat ion is extremely easy and once 

installed the fall protect ion does not require any further 

maintenance. The feedback that BOPLAN® has collected over 

the years has been systemat ically incorporated in the process to 

cont inuously perfect the system. The AXES GATE is just one of 

BOPLAN’s many innovat ions that are part of the BOPLAN ® total 

solut ion for increased safety at work.

Round Tube* Round Tube
with adapter

Square Tube Angle Iron

MOUNTS ANYWHERE

*optional to order
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落下防⽌のための
安全ゲート
アクセスゲートは、様々な分野での豊富な経験をもとに
開発された落下防止用の安全ゲートです。
ボープランの最初の製品である安全ゲートは細部に
至るまで完璧に仕上げられています。
設置は⾮常に簡単で、一度設置してしまえば
落下防止装置のメンテナンスは一切必要ありません。

*ラウンド  アダプタ付  スクエア  アングル
  チューブ  ラウンド   チューブ  ブロック
        チューブ

*オプションオーダー品

どこにでも取付可

アクセスゲート / イントロダクション



ADVANTAGES
EXTENSIVELY TESTED AND DECLARED SAFE
The AXES GATE is extremely impact resistant, as proven 

by its compliance w ith the EN 14122-3 and 14122-4 

standards. The AXES GATE can resist an impact of 100 kg 

w ith no problem whatsoever. Due to the use of f lexible 

plast ic, no cracks or dents appear that are typical of the 

tradit ional solut ions made from iron and steel. 15 years of 

uninterrupted product ion experience has been translated 

into a product that has been perfected down to the 

smallest details.

AUTOMATIC CLOSURE, WITH ADJUSTABLE CLOSURE FORCE
The negligence factor is eliminated thanks to the 

innovat ive self-lubricat ing hinge element. The gate shuts 

automat ically, which means that any opening remains 

permanently screened of f. You determine the force and 

the speed at which the gate shuts.

 
ONE AXES GATE, OPENS IN TWO DIRECTIONS
A two-direct ional opening is possible w ith the very same 

AXES GATE. You simply t ighten the spring in the direct ion 

of your choice. W hat’s more the gate has a generous 

turning circle of 180°.

 
CHEMICAL AND UV RESISTANT, ANTI-STATIC AXES GATES
AXES GATES have been employed worldw ide on a daily 

basis for the past 15 years in the harshest and most 

demanding situat ions, such as in the chemical industry 

and on of fshore drilling plat forms. They ef fortlessly resist 

severe weather condit ions, extremely salty environments 

and highly corrosive chemical substances. The product’s 

design, composit ion and propert ies make it suitable for any 

applicat ion in any sector. The AXES GATE is also ent irely 

chemical and UV resistant.

EXTREMELY LONG LIFESPAN
A known problem w ith tradit ional fall protect ion is metal 

fat igue. The AXES GATE totally excludes this risk factor 

due to its construct ion from high quality reinforced 

Polyurethane (PU). The spring on the hinge has been 

tested and guaranteed at over 100,000 cycles. Rust and 

corrosion don’t have a chance w ith the AXES GATE’s 

plast ic and stainless steel components. These materials 

prevent any form of weakening to the structure and are 

also extremely maintenance friendly.

OPTIONAL MAGNETIC 
LOCKING SYSTEM

OPTIONAL PIPE FIXING 
SYSTEM

Weather resistant inox 
inner parts

TWO TYPES IN DIFFERENT LENGTHS
Both the SINGLE AXES GATE and the DOUBLE AXES GATE 

are available in lengths ranging from 550 to 1,200 mm.

EASY INSTALLATION
Installing an AXES GATE couldn’t be simpler. It is delivered 

packaged in a box or pallet box as a fully assembled product. 

The supplied adapters for mount ing on round pipes and the 

use of one-size bolts and nuts mean that an extensive array 

of tools is unnecessary. This facilitates easy, fast and safe 

installat ion at considerable heights.

 
OPTIMAL VISIBILITY
The plast ic used is coloured to the core w ith a striking yellow 

colour. No paint ing or repaint ing follow ing impact damage is 

necessary. The AXES GATE also catches the eye in aesthet ic 

terms. Pre-shaped slots make it possible to af fix a warning sign.

 
SAFE AND COST EFFECTIVE
W hatever you do, don’t cut costs when it comes to the safety 

of your work environment. Af ter all you cannot put a price on 

personal suf fering and avoidable company costs. Any accident 

can cause your company f inancial and other damage: damage 

to its reputat ion, loss of t ime, delays, t ime-consuming and 

tedious labour inspect ions,A etc. W ith the AXES GATE you no 

longer need to lie awake at night.

NO SHARP EDGES, SO SAFE FOR THE HANDS
Our innovat ive hinge technology of fers ult imate safety for 

the hands: the rounded elements prevent clothes or limbs 

get ting caught. The product as a whole not only looks bet ter 

in aesthet ic terms but its funct ionality has been designed w ith 

the utmost at tent ion to detail. Rust and corrosion don’t have 

a chance w ith the AXES GATE’s plast ic and stainless steel 

components. These materials prevent any form of weakening 

to the structure and are also extremely maintenance friendly.

AUTOMATIC

WITH ADJUSTABLE CLOSURE FORCE
CLOSURE

OPTIONAL END CAPOPTIONAL SIGN BOARD
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アドバンテージ
広範なテスト
アクセスゲートの耐衝撃性は、EN 14122-3および
14122-4規格に準拠しています。100kgの衝撃
にも全く問題なく耐えることができます。
柔軟なポリマー使用しているため
従来の鋼製に⾒られるような
ひび割れやへこみはありません。

⾃動開閉、開閉⼒調整機能付き
オートクロージャー機能により、ゲートを
自動的に閉鎖し、開口部を遮断します。
ゲートを閉める⼒と速度は調整が可能です。

耐薬品性およびUV耐性

アクセスゲートは、化学⼯業や海洋掘削プラット
フォームなどの最も過酷で厳しい状況下で世界中で
日常的に使用されてきました。
厳しい気象条件、塩分濃度の高い環境、腐食性の
高い化学物質にも難なく対応しています。
この製品のデザイン、構成、特性はあらゆる分野の
あらゆる用途に適しています。
また、耐薬品性、UV耐性にも優れています。

極めて⻑い寿命
従来の⾦属製落下防止ゲートの問題点として、
⾦属疲労が挙げられますが、アクセスゲートは
高品質のポリマーで構成されているため
このリスクを排除しています。
これらの素材はメンテナンス性にも優れています。

閉鎖⼒を調整できる

オートクロージャー

⻑さの異なる2つのタイプ
シングルアクセスゲートとダブルアクセスゲートは
⻑さが550mmから1200mmまでの2種類があります。

設置が簡単
アクセスゲートの設置は⾮常に簡単です。
組み⽴てられた状態で箱やパレットボックスに
梱包されています。
付属の丸パイプ用アダプターや１種類の
ボルトナットで設置が可能なため多種な⼯具が
必要なく設置が簡単です。

最適な視認性
使用されているポリマーは、⻩色で芯まで
着色されています。衝撃を受けた後、再塗装の
必要はありません。アクセスゲートは、⾒た目の
美しさにもこだわっています。予め用意された溝には
警告標識を取り付けることができます。

安全性と費用対効果
何をするにしても、職場環境の安全性に関しては
コストを削減してはいけません。いかなる事故も、
企業の評判の低下、時間のロス、遅延、時間のかかる
退屈な労働検査など、企業に⾦銭的な損害を与えます。

尖った部分がなく安全
衣服や手足の挟み込みを防ぐ丸みを帯びたパーツに
より、手に対する究極の安全性を実現しています。
製品全体の美しさだけでなくその機能性にも細心の
注意が払われています。

パイプ固定システム
（オプション）

マグネット
ロックシステム
（オプション）

サインボード
（オプション）

エンドキャップ
（オプション）

アクセスゲート



SINGLE AXES GATE*

PROTECTION AND RESTRICTED ACCESS TO HAZARDOUS ZONES  
ON GROUND LEVEL (NOT ON HEIGHTS)

Our SINGLE AXES GATE has received w ide acclaim for its very long 

life span. The safety gates of the AXES GATE family have been 

manufactured from high-quality, reinforced polyurethane (PU). This 

synthet ic material puts the all-too-familiar problems w ith metal 

fat igue in tradit ional fall protect ion systems f irmly in the past. Our 

safety gates are ultra-strong, robust and durable, and therefore 

highly reliable for restrict ing access to hazardous zones, machinery, 

elevated plat forms, open water at sea, cage ladders, etc.

DOUBLE AXES GATE

FALL PROTECTION FOR EMPLOYEES IN CAGE LADDERS AND ON  
WORK PLATFORMS

The DOUBLE AXES GATE is specif ically developed as fall 

protect ion for sectors in volving work in elevated places, 

such as on work plat forms and in cage ladders. Employees 

that work in elevated places are constantly exposed to 

hazardous situat ions and therefore need to have the best 

safety measures to prevent falls. The DOUBLE AXES GATE 

is a robust, industrial safety gate that you can use to secure 

the openings of cage ladders and safely restrict access to your 

machines and work plat forms.

APPLICATIONS

✪ Ladders w ith safety cages

✪ Fire escapes
✪ W ork plat forms

✪ Silos
✪ Drilling plat forms and the petrochemical industry

✪ Access to machines and ladders
✪ Integrat ion in exist ing handrail systems 

(such as Flex Impact by BOPLAN ®)
✪ …

* Our SINGLE AXES GATE is developed for environments on ground f loor level. 

For environments at height the DOUBLE AXES GATE is the solut ion to go for.

550 - 1.200  mm

550 - 1.200  mm

32
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m
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0 

 m
m
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１階の危険区域の保護と⽴⼊制限
アクセスゲートシリーズは高品質のポリマーで製造され
⾮常に⻑寿命であることが評価されています
この素材は従来の落下防止用の安全ゲートで問題と
なっていた⾦属疲労の問題を解決してくれます
※高所ではダブルアクセスゲートを使用してください

高所での危険区域の保護と⽴⼊制限

ダブルアクセスゲートは作業台やはしごなどの高所作業での
落下防止策として特別に開発されました
高所で作業する従業員は常に危険な状況にさらされているため
落下を防ぐための最善の安全対策が必要です
ダブルアクセスゲートははしごの開口部へ設置し
危険なエリアへの⽴⼊を制限するために使用できる頑丈な
落下防止用の安全ゲートです

設置場所例

・安全ケージ付きはしご
・⾮常階段
・作業台
・サイロ
・掘削プラットフォーム
・既存の手すりへの追加設置

カタログ巻末に技術概要表を掲載しています

アクセスゲート 

シングルアクセスゲート

ダブルアクセスゲート



-31-

怪我や損傷を防ぐ保護バンパー

テディプロは、ポリウレタンから作られた柔軟で衝撃吸収性のあるプロファイルで様々な用途に使用できます。 
あらゆるタイプの建築物の⾓や鋭いエッジから従業員を保護することを目的としています。

タイプ ⻑寿命の保護バンパー

危険な状況を通⾏⼈に警告するために
⻩⾊と⿊⾊のストライプ

曲⾯への設置も可能
⻑さは1mと2mの2種類

-40℃〜+100℃の室内で使用可能

コーナーやエッジによる⾝体への
損傷を防ぐため

耐久性のある接着テープ

  湿った場所、油のついた場所、
レンガや⽊の上、凹凸のある場所に最適

ステンレスベース(SSB)

テディプロ

引き裂き抵抗あり



82

SCIENTIFIC APPROACH TO

| INFOGRAPHIC | SCIENTIFIC APPROACH TO SAFETY

TESTS WITH ISO 17025 ACCREDITATED LABORATORY 
TRANSPOLIS

BOPLAN® develops SAFETY BARRIERS for 

dif ferent industrial environments, ranging 

from low frequency traf fic w ith manually 

operated trolleys up to busy traf fic w ith 
heavy duty engine powered fork lif t trucks. 

W e strongly advise choosing theappropriate system for each 

situat ion. BOPLAN® has performed real life impact tests w ith the 

renowned ISO 17025 accredited laboratory Transpolis (formerly 

known as LIER) which has stakeholders such as Renault, Polaris 

Inc. USA, etc. BOPLAN® ef fect ively designs and develops based 

upon scient if ically based impact results and is capable to do 

custom impact  simulat ions upon its safety barrier range thanks to 

the analyses of a professional team of scient ists and engineers.

83

 MAXIMUM SPEED AND WEIGHT

•  Speed weight diagrams obtained from the accredited labratory 

Transpolis.

•  These values originate from 90° impacts straight into the post.

•   These diagrams are set up w ith values using a 2.5 ton forklif t. 

Values for heavier vehicles and for higher speeds are translated 

and need to be interpreted w ith caut ion.

  CONCLUSION

•  Flex Impact safety barrier systems have been designed and tested for dif ferent kinds of vehicle impact.

•  Real life tests were performed by scient if ic partners w ith experience in the car industry (Transpolis).

•  The results clearly prove the impact capabilit ies. 

•  M aximum impact on the tubes is higher compared to the posts.

IMPACT TESTS SUMMARY

TB 550 TB 400 (Plus) TB 260 Double  (Plus) TB Super Double

M ax. impact 

energy (Joule) 90°

Breakpoint 
on Posts 13,500 16,100 39,800 41,900

Breakpoint 
on Tubes 18,300 20,100 46,500 50,100

Clarif icat ion

Every safety barrier can absorb a certain amount of energy. Those energy values are f ixed and should not be surpassed. Based on the formula where 
Energy = 0.5 x weight x speed² (E = 0.5 x m x v²), you’ll quickly understand in case of higher impact speeds, the weight of the vehicle should be lower, 
or the other way round, lower speeds, allow higher vehicle weights upon impact.  
 

  Breakpoint: vehicle stopped but safety barrier broken.

M aximum speed of a vehicle of 2500kg – 90° impact on post.

TB 550 TB 400 
(Plus)

TB 260 
Double  (Plus)

TB Super 
Double
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M aximum weight of a vehicle driving @ 5km/h - 90° impact on post.
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⾞両総重量
  （トン）

安全のための

科学的アプローチ
ISO17025認証を受けた
ラボラトリー・トランスポリスでのテスト

ボープランは様々な産業環境に対応したセフティ
バリアを開発しています。その範囲は台⾞や
フォークリフトなど多岐にわたります。

状況に応じて、適切な製品を選択することを強くお勧めします。
ボープランは、ISO 17025認定試験所トランスポリス（旧LIER）で
衝撃試験を⾏いました。
ボープランは、試験結果に基づいて科学的に製品の設計・開発を⾏っています。

最高速度と重量

2500kgの⾞両の最⼤速度 - ポストへの90°衝突時速5kmで⾛⾏する⾞両の最⼤重量 - ポストへの90°衝突

⾞両速度
（時速）

結論
・フレックスインパクトのセフティバリアは、様々な⾞両の衝撃を想定して設計・テストを⾏っている
・実際のテストは、自動⾞業界での衝突試験の実績を持つトランスポリス社によって実施
・その結果、高い耐衝撃性がはっきりと証明されている
・チューブの耐衝撃性はポストに⽐べて高い

衝撃試験の概要

   最⼤衝撃 
エネルギー90°
（ジュール） 

  ポストの
ブレークポイント

  チューブの
ブレークポイント

すべてのセフティバリアは、一定量のエネルギーを吸収することができます。
エネルギー = 0.5 × ⾞両総重量 × 速度² (E = 0.5 × m × v²)から、
衝突速度が高い場合は⾞両総重量を低くすべきであることがすぐにわかります。
逆に速度が低い場合は、衝突時の⾞両総重量を⼤きくすることができます。 

…ブレークポイント︓⾞両は停止しているが、セフティバリアが壊れた状態

安全のための科学的アプローチ図解

トラフィック
 バリア550

トラフィック
バリア400プラス

トラフィックバリア
260ダブルプラス

トラフィックバリア
スーパーダブル

トラフィック
 バリア550

トラフィック
バリア400プラス

トラフィックバリア
260ダブルプラス

トラフィックバリア
スーパーダブル

トラフィックバリア550 トラフィックバリア
    400プラス

トラフィックバリア
260ダブルプラス

トラフィックバリア
  スーパーダブル

トン トン トン トン
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 MAXIMUM IMPACT RESISTANCE

This is the ability to push back a fork lif t in order to stop it. Each system has its own maximum capacity for holding 

back a crashing forklif t. Exceeding the maximum impact resistance for a certain system w ill result in the forklif t 

driving through the barrier. The graph below shows the maximum force values. 
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This graph shows the maximum speed for a 

vehicle w ith dif ferent weights driving under 

four dif ferent angles into a TB 400 barrier. 

Examples:

1. M aximum impact for a TB 400 is 

equivalent to a four-ton forklif t w ith a 

driving speed of approximately 10 km/

hr, straight into a barrier (90°).

2. At an angle les than 10°, the maximum 

impact for a TB 400 is equivalent to a 

four-ton forklif t w ith a driving speed 

of approximately 42 km/hr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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  CONCLUSION

•  A tube has a higher impact value than a post.

•  Increasing tube/rail lengths may decrease cost in amount of mid posts over 

a certain length but w ill increase def lect ion and decrease strength upon 

impact.

•  A system w ith tubes lower to the ground w ill have higher impact force 

values (TB 400 vs TB 550; TB 260 Double vs TB Super Double). 

•  Smaller impact angles permit higher maximum impact speeds.

 Ask your BOPLAN® representat ive for the detailled test reports.
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それぞれの製品には、衝突したフォークリフトを押し戻し停止させるための許容値があります。
その許容値を超えると、フォークリフトはバリアを突き破って⾛⾏することになります。
下のグラフは、その最⼤値を⽰しています。

高い耐衝撃性

⾞両速度 - 総重量 (衝撃⾓度90°/ポスト)

このグラフは、重さの異なる⾞両が4つの異なる⾓度で
トラフィックバリア400に衝突した場合の最高速度を
⽰したものです。

結論

・チューブはポストよりも高い耐衝撃性を持っています。
・チューブ/レールの間隔を⻑くすることで、中間ポストを
 削減することができますが、たわみが増えるため、
 耐衝撃性が低下します。
・より低い位置にチューブがあるセフティバリアは、より高い
 耐衝撃製を持つことになります。
 （トラフィックバリア400、トラフィックバリア550、
  トラフィックバリア260ダブル、トラフィックバリア
  スーパーダブル）
・衝突⾓度が⼩さいほど、許容できる衝突速度が速くなります。

詳細なテストレポートについては
BOPLAN®の担当者にお尋ねください。

衝突⾓度
トラフィックバリア400 様々な⾓度からの衝撃

安全のための科学的アプローチ図解
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速
度

（
km

/h
）

⾞両総重量（トン）

速
度

(k
m

/h
）

トラフィックバリア400

トラフィックバリア500
トラフィックバリア
       スーパーダブル
トラフィックバリア260ダブル



HD LIGHT HD MEZZA HP 3R
HT TUNNEL 

FREE STANDING
HT TUNNEL WALL 

FIX FE FENCE

SUITABILITY
Applicat ion

segregate pedestrians 
from traf fic

segregate pedestrians 
on mezzanines

reinforced segregat ion of 
pedestrians from traf fic

protect pedestrians from the toppling of stacked goods protect pedestrians from the toppling of stacked goods segregate pedestrians from machines

MESH
(between 2 posts)

M ax. Height x M ax. W idth (mm) - - - - - 1.800 x 1.200

Cell Height x W idth x Depth (mm) - - - - - 33 x 33x13

RAILS SET
(between 2 posts)

Impact Breakpoint (Joule) Handrails are designed for pedestrian segregat ion. Use SAFETY BARRIERS for vehicle protect ion

N° Rails 2 2 2 or 3 12 or 16 6 or 8 -

Included - Skirt ing Board - - - -

Rail Height x W idth (mm) 70x50 70x50 70x50 70x50 70x50 -

Standard Length (mm)*  500
750

1.000
1.250

1.500
1.750
2.000

500
750

1.000
1.250

1.500
1.750
2.000

500
750

1.000
1.250

1.500
1.750
2.000

1.500 1.500
-

Custom Length (mm)* 250 - 1.999 250 - 1.499 250 - 1.999 - - -

Rail Colour(s) 
(body/stripe)

yellow
black/yellow
yellow/black

black/red
yellow/photoluminescent
black/photoluminescent

yellow
 yellow/black
(Skirt ing Board 

is always yellow)

yellow
black/yellow
yellow/black

black/red
yellow/photoluminescent
black/photoluminescent

yellow
black/yellow
yellow/black

black/red
yellow/photoluminescent
black/photoluminescent

yellow
black/yellow
yellow/black

black/red
yellow/photoluminescent
black/photoluminescent

-

POST

Height (mm)
1.100 1.100 1.100

3.500
5.000

3.500  
5.000

2.000

W idth x Depth (mm) 90x90 90x90 110x110 110x110 110x110 90x90

Length top rail (mm) - - - 1.750 1.750 -

Corner requires 2 posts ✓✓ ✓✓

BASEPLATES* Discover all available baseplates at the end of the catalog

| TECHNICAL INFORMATION | FLEX IMPACT - HANDRAILS

BESTSELLER

  Advised safety length by Boplan. W hile increasing length may decrease cost in mid posts, it will also decrease strength and increase the def lect ion zone.
  Based on test results with a 90° impact angle using an object with a vert ical f lat surface.

(*) center to center distance between posts86 87| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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⻑さ(定寸/mm)
 ※柱芯間距離

用途
⾞両・歩⾏者分離用 中二階・高所用 積荷・荷崩れ歩⾏者保護柵 積荷・荷崩れ歩⾏者保護柵 機械・歩⾏者分離柵

メッシュ仕様

        高さ×幅(mm)
１マスの高さ×幅×深さ(mm)

レール仕様

最⼤衝撃エネルギー
レール本数

付属品
レールサイズ

⻑さ(オーダー寸/mm)
     ※柱芯間距離

ポスト仕様

ベースプレート

コーナーに2本のポスト
トップバーの⻑さ

ポストサイズ

高さ

カタログの最後に全ベースプレートが掲載されています

…推奨寸法
…90度の衝撃⾓度での試験結果に基づく

⾞両・歩⾏者分離用（強化版）

   ⻩ ⿊/⻩ ⻩/⿊
⿊/⾚ ⻩/蛍光 ⿊/蛍光

   ⻩ ⿊/⻩ ⻩/⿊
⿊/⾚ ⻩/蛍光 ⿊/蛍光

   ⻩ ⿊/⻩ ⻩/⿊
⿊/⾚ ⻩/蛍光 ⿊/蛍光

   ⻩ ⿊/⻩ ⻩/⿊
⿊/⾚ ⻩/蛍光 ⿊/蛍光

⼱⽊

       ⻩
     ⻩/⿊
（⼱⽊は⻩色のみ）

ハンドレールは歩⾏者の分離用に設計されています。⾞両の保護にはセフティバリアを使用してください。

    カラー
（ボディ/ストライプ）

技術情報 フレックスインパクト - ハンドレール

ハンドレール・ライト ハンドレール・メッツァ ハンドレール・プラス
ハンドレール・トンネル
  ※⾃⽴タイプ

ハンドレール・トンネル
  ※壁固定タイプ フェンス



TB 400TB 260 TB 260 
PLUS

TB 260 
PLUS FENCE

TB 260 
DOUBLE

TB 260 
DOUBLE 
PLUS

TB 400 
PLUS

TB 400 
PLUS FENCE

TB 400 
DOUBLE

TB 400 
DOUBLE 
PLUS

TB SUPER 
DOUBLE

TB SUPER 
TRIPLE

TB 200 TB MINI TB MINI 
DOUBLE

TB 550 TB 550
PLUS FENCE

SUITABILITY
Corners supported ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Applicat ion

where energy 
impacts are 

possible close 
to ground 

level

w here energy 
impacts are 

possible closer 
to ground level 

with extra 
pedestrian 

handrail

where energy 
impacts are 

possible closer 
to ground 
level with 

extra fencing 
protect ion 

where high 
energy impacts 

are possible 
closer to 

ground level

where high 
energy impacts 

are possible 
closer to 

ground level 
and with 

pedestrian 
handrailing in 

mind

w here energy 
impacts are 

possible with 
standard wheel 

arch impact 
height in mind

w here energy 
impacts are 

possible with 
standard wheel 

arch impact 
height and 
pedestrian 

handrailing in 
mind

where energy 
impacts are 

possible closer to 
ground level with 
standard wheel 

arch impact 
height in mind 

and extra fencing 
protect ion

where high 
energy impacts 

are possible

where high 
energy impacts 

are possible 
with pedestrian 
handrailing in 

mind

where high 
energy impacts 

are possible, 
extra reinforced

where very high 
energy impacts 
are possible, 

extra reinforced

robust protect ion 
close to ground 

level

protect ion from 
hand pallets

protect ion from 
hand pallets with 
increased height

where energy 
impacts are 

possible with 
standard wheel 

arch impact 
height and 
reinforced 

midposts in mind 

where energy 
impacts are 

possible with 
standard wheel 

arch impact 
height and 
reinforced 

midposts with 
fencing in mind 

RAILS SET (between 2 posts)

TUBES

Impact Breakpoint (Joule) 90° on tube 21.200 21.200 21.200 46.500 46.500 20.100 20.100 20.100 39.100 39.100 50.100 48.300 21.800 5.000 7.000 18.300 18.300

N° Tubes 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1  1 2 1 1

Diameter (mm) Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø125 Ø125 Ø200 Ø200

Standard Length (mm)

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

1.100

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

1.100

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

2.000 2.000

750
950

1.150

1.350
1.550
1.750

1.350

HANDRAILS

N° Rails - 2 - - 1 - 2 - - 1 - - - - - - 1

Height x W idth (mm) - 70x50 - - 70x50 - 70x50 - - 70x50 - - - - - - 70x50

FENCES

N° Fences - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 2

Height x W idth (mm)
- - 1.800x1.220 - - - - 1.944x1.220 - - - - - - - - 500x(700-1,450)

310x(700-1,450)

END POST

Height (mm) 310 1.160 2.300 795 1.160 450 1.160 2.300 795 1.160 795 1.160 210 200 400 600 560

W idth (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 375 100 100 250 250

MID POST

Impact Breakpoint (Joule) 90° on post 11.950 11.950 11.950 39.800 39.800 16.100 16.100 16.100 30.700 30.700 41.900 44.500 9.000 3.000 3.000 13.500 13.500

Height (mm) 260 1.160 2.300 750 1.160 400 1.160 2.300 750 1.160 750 1.160 560 560

W idth (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

BASEPLATES Discover all available baseplates at the end of the catalog

| TECHNICAL INFORMATION | FLEX IMPACT - TRAFFIC BARRIERS

88 89| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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⾒付×⾒込(mm)

手摺り

標準的な高さで
  衝突が
起こり得る場所

最⼤衝撃エネルギー（衝突⾓度︓90度）

90°コーナー対応

用途

地⾯付近で
    衝撃を
受ける場合

  地⾯付近で
   衝撃を
  受ける場合
    +
歩⾏者通路との
    境界

地⾯付近で衝撃を
    受ける場合
   +
歩⾏者通路との
   境界
   +
  フェンス付き

地⾯付近で強い
衝撃を受ける場合

地⾯付近で強い
衝撃を受ける場合
   +
歩⾏者通路との
  境界

チューブ

本数
直径(mm)

レール

   幅(mm)
※チューブ寸法

本数

フェンス

数量

高さ(mm)

エンドポスト

ミッドポスト

高さ(mm)

最⼤衝撃エネルギー（衝突⾓度︓90度）

ベースプレート カタログの最後に全ベースプレートが掲載されています

標準的な高さで
  衝突が
起こり得る場所
   +
歩⾏者通路との
       境界

標準的な高さで
  衝突が
起こり得る場所
   +
歩⾏者通路との境界
   +
フェンス付き

高さ×幅(mm)

幅/直径(mm)

幅/直径(mm)

強い衝撃を
受ける場合

 強い衝撃を
 受ける場合
  +
歩⾏者通路との
 境界

強い衝撃を
受ける場合
  +
ミッドポスト
補強タイプ

最も頑丈な製品
   +
 ミッドポスト
  補強タイプ

⾞両と歩⾏者との
   境界

台⾞・カートからの
   保護
     +
 最も軽量な製品

台⾞・カートからの
   保護
     +
 ダブルチューブ

標準的な高さで
  衝突が
起こり得る場所
   +
 ミッドポスト
   補強タイプ

標準的な高さで
  衝突が
起こり得る場所
   +
歩⾏者通路との境界
   +
 フェンス付き

仕様

技術情報 フレックスインパクト - トラフィックバリア

トラフィック
  バリア260

トラフィック
  バリア260
    プラス

トラフィック
  バリア260
   プラス
   フェンス

トラフィック
  バリア260
  ダブル

トラフィック
  バリア260
ダブルプラス

トラフィック
  バリア400

トラフィック
  バリア400
  プラス

トラフィック
  バリア400
プラスフェンス

トラフィック
  バリア400
    ダブル

トラフィック
  バリア400
 ダブルプラス

 トラフィック
バリアスーパー
   ダブル

 トラフィック
バリアスーパー
 トリプル

トラフィック
  バリア200

トラフィック
 バリアミニ

トラフィック
 バリアミニ
  ダブル

トラフィック
  バリア550

トラフィック
  バリア550
プラスフェンス

トラフィック
  バリア400

トラフィック
  バリア400
  プラス
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ゲートは歩⾏者を隔離するためのものです。⾞両の保護にはセフティバリアをお使いください。

ポスト

ゲート

自由開き/⽚開き** 上下式 スライド式 ベルト式開き⽅
自動閉鎖

本数
幅×奥⾏(mm)

高さ( mm)

高さ(mm)

幅(定寸/mm)

ゲートストップ

最⼤衝撃エネルギー

幅(オーダー寸/mm)

**** 10m仕様は112x112のポストでは対応できないため、ポストにボーインパクトを使用してください

* ホイールサポート
 （スイングゲート付属）

** ゲートストップを
   設置すると⽚開き

*** 90度の全開位置で保持しますが
       プッシュバックブロックを設置すると
       保持せず自閉

あり ありオプション

パレットの配置や
取り出しの際に
ラックを保護

パレットの配置や
取り出しの際に
ラックを保護

ラックの端を保護
パレットの配置や
取り出しの際に
ラックを保護

オプション 標準

カタログの最後に全ベースプレートが掲載されています

用途

レール

最⼤衝撃エネルギー
本数

⾒付×⾒込(mm)
⻑さ(オーダー寸 mm)

カラー

製品/ポスト

最⼤衝撃エネルギー
高さ(mm)

ローター
サポートポスト

適用ラックサイズ

幅(mm)

深さ(mm)

ベースプレート

付属品

取付キット

ダストキャップ
インパクトフォーム

ロゴプリント

オプション

あり**

オプション
オプション
オプション

オプション
オプション

オプション
オプション

オプション オプション

フレックスインパクト -  セーフティゲート技術情報 技術情報 フレックスインパクト - ラックプロテクター

⻩ ⻩

スイングゲート ドロップゲート
スライディング
  ゲート ベルトバリア ラックブルL ラックブルXL ラックエンド

ラックエンド
 ＆サポート
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用途
柱の保護

・丸、四⾓形、⻑⽅形など
 様々な柱に対応
・柱の周りに取り付け可

プロテクター（全周タイプ）

最⼤衝撃エネルギー
内径(mm)

外径(mm)
高さ(mm)

取付可能⾓度

(調整可能範囲)(調整可能範囲)(45°回転時)

プロテクター（半周タイプ）

内径(mm)

固定⽅法

ストラップ
ネジ

拡張オプション(mm)

最⼤衝撃エネルギー
モジュール性

重量(kg)

固定箇所
幅(mm)

高さ(mm)

⻑さ(定寸/mm)

⻑さ(オーダー寸/mm)

用途

内径内径

オプション

⾞止め、壁⾯下部保護 ⾞止め ⾞止め⾞止め

オプション オプション オプション オプション オプション オプション

⾞止め、壁⾯下部保護 ⾞止め、壁⾯下部保護 ⾞止め、壁⾯下部保護

技術情報 フレックスインパクト - コラムプロテクター - ⼱⽊＆⾞⽌め

柱の保護コーナー保護

コーナープロテクター コラムプロテクター
 ユニバーサルL

コラムプロテクター
 ユニバーサルXL

コラムプロテクター100 コラムプロテクター150 コラムプロテクター200 コラムプロテクター400 コラムプロテクター600コラムプロテクター500コラムプロテクター300

カーブキック ヘキサ ホイールストップS ホイールストップM ホイールストップLフリップ

（⾓度45°での衝撃）



BO LIGHT BO IMPACT BO SUPER BO LED GOAL POST 200 GOAL POST 250

SUITABILITY

Applicat ion

not su itab le for motorised vehicles
w here energy impacts 

are possib le
where high energy impacts 

are possible
where energy impacts are possible 

while illuminat ing dark areas
doorway opening protect ion 

and height restrict ion
increased doorway opening protect ion 

and height restrict ion

POST

Impact Breakpoint (Joule) N/A* 3.200 7.200 3.200 3.200*** 7.200***

Diameter (mm) Ø125 Ø200 Ø250 Ø200 Ø200 Ø250

Standard Height (mm)*
300
750

1.000

450
600
750

1.000
1.200

450
600
750

1.000
1.200

1.200 - -

Custom Height (mm)*

250 - 1.000

250 - 1.200
1.201 - 1.500
1.600 - 2.000
2.100 - 2.500

550 - 1.200
1.201 - 1.500
1.600 - 2.000
2.100 - 2.500

-

inner height 
2.000 - 3.000
3.100 - 4.000

4.100 - 4.500**

inner height 
2.000 - 3.000
3.100 - 4.000

4.100 - 6.000**

Diameter horizontal tube (mm) - - - - Ø125 Ø200

Inner w idth horizontal post (mm)
- - - - 1.800 - 2.500

2.600 - 4.000

1.800 - 2.500
2.600 - 4.000
4.100 - 6.000

Stripes 0 - 1 0 - 3 0 - 3 - - -

Stripe Height (mm) 75 150 150 - - -

LED

Lights - - - 5 - -

Temperature (K) - - - 6.500 - -

Light strength (lm) - - - 800 - -

Power (W ) - - - 16 - -

Volt (V) - - - 220 - -

ACESSORIES

ROTOR
Height (mm)

-

450
600
750

1.000

- - - -

Diameter (mm) - Ø225 - - - -

WALL FIX
Plast ic version colour - - - -

Steel version colour - - - -

TOUCH BARRIER
For inner length (mm)

- - - -
1 .800  - 2 .500
2 .600  - 4 .000
4 .100  - 6 .000

1 .800  - 2 .5 00
2 .600  - 4 .0 00
4 .100  - 6 .0 00

Diameter (mm) - - - - Ø125 Ø125

BASEPLATES Discover all available baseplates at the end of the catalog

BESTSELLER

| TECHNICAL INFORMATION | BOLLARDS & GOAL POSTS

(*) for non-motorised transport only 

(**)  Addit ional supports required if > 4.000 mm    (**) value at average forklif t impact height94 95| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |
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ポスト

付属品

最⼤衝撃エネルギー
直径(mm)

⻑さ(定寸/mm)*

水平チューブの直径(mm)

有効開口幅(mm)

ストライプ

ストライプの高さ(mm)

⻑さ(オーダー寸/mm)*

明るさ(ルーメン)
消費電⼒（W）
必要電源（V）

ライト個数
色温度(ケルビン)

ローターオプション

用途

高さ(mm)

直径(mm)

ウォールサポート種類

ポリマー
スチール

タッチバリア

内径(mm)

(**) 4.000mmを超える場合はウォールサポートが必要

フォークリフトからの保護台⾞からの保護 ⼤型フォークリフトからの保護 フォークリフトからの保護（暗所） ドアの開口部の保護と高さの制限 ドアの開口部の保護と高さの制限

ボラード＆ゴールポスト技術情報

有効開口高さ(mm) 有効開口高さ(mm)

ボラード・インパクトボラード・ライト ボラード・スーパー ボラード・LED ゴールポスト200 ゴールポスト250
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ステンレス

ベースプレート/アンカーボルト
トラフィックバリア、ボラード、ハンドレールシステムはすべてアンカーボルトが同梱されています。 
すべてのアンカーボルトはETA(European Technical Assessment)認証を受けています。

アンカーの
 種類

タイプ     ヘッド  材質 認証コンクリート
 設計性能

  拡張
アンカー

ケミカル
アンカー

コンクリート
  プラグ

 ネジ式

六⾓ボルト式

皿ボルト式

亜鉛メッキ

ステンレス

 ネジ式

亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

ステンレス

製品素材・カラー

設置要件

ベースプレート設置例

ベースプレート/ポスト ハンドレール用ライトポスト ハンドレール用ポスト/セフティバリア用ミッドポスト セフティバリア用ポスト

ラッカー塗装
 亜鉛メッキ

・コンクリート強度クラス︓C25/30
・コンクリート床厚さ︓最⼩150mm
 （アンカー埋没⻑×1.5）
・コンクリートの床の端近くに取り付けられた
 固定具は設置のパフォーマンスを低下させます。 
 端から少なくとも300mm離してください。
・アスファルトへの設置は推奨しません。

 ステンレス
（取外可能）

ラッカー塗装
    鋳鉄製
（取外可能）

  差込式
（取外可能）

皿穴加⼯

フレックスインパクトレール/チューブ/ポスト コラムプロテクター コーナープロテクター

周囲温度範囲
材質

耐摩耗性/耐腐食性

UV耐性

有害性

耐火等級

ポリオレフィン

約5年

なし

最高水準

材質

UV耐性

有害性

耐火等級

ポリオレフィン

なし

最高水準

周囲温度範囲

耐摩耗性/耐腐食性

材質

UV耐性

有害性

耐火等級

ポリオレフィン

なし

耐摩耗性/耐腐食性

周囲温度範囲
ラックブル アクセスゲート ラインプラン

材質

UV耐性

有害性

耐火等級

耐摩耗性/耐腐食性

周囲温度範囲

材質

再⽣利用可能

UV耐性

有害性

耐火等級

耐摩耗性/耐腐食性

周囲温度範囲
材質

UV耐性

有害性

耐火等級

耐摩耗性/耐腐食性

周囲温度範囲

最高水準

なし

無地強化PU
(ポリウレタン)

最高水準

なし

HB(UL 94分類)

不可

両⾯テープ付きPVC

V0(UL 94分類)

なし

可能再⽣利用可能再⽣利用可能再⽣利用可能
再⽣利用可能

再⽣利用可能

フレックスインパクト - ベースプレート・部品技術情報

六⾓ボルト式

約5年 約5年 約5年

約5年

約5年

まで

まで

まで

〜 〜 〜 〜 〜

〜

〜



| TECHNICAL INFORMATION | FLEX IMPACT MODULARITY

BO 
Light

TB 
Mini

TB 
200

TB 
260

TB 
400

TB 
550

TB 260 
Double

TB 400 
Double

TB Super 
Double

TB Super 
Triple

TB 260 
Plus 

(Fence)

TB 400 
Plus 

(Fence)

TB 260 
Double 

Plus

TB 400 
Double 

Plus

BO 
Impact

BO 
Super

GP Goal 
Post 200

GP Goal 
Post 250

RE Rack 
End

HD Light HP Plus HT Tunnel FE Fence

BO Light

TB Mini

TB 200 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 260 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 400 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 550 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 260 Double ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 400 Double ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB Super Double ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB Super Triple ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 260 Plus ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

TB 400 Plus ✓✓ ✓✓

TB 260 Plus (Fence) ✓✓ ✓✓

TB 400 Plus (Fence) ✓✓

BO Impact ✓✓ ✓✓

BO Super ✓✓ ✓✓

GP Goal Post 200 ✓✓

GP Goal Post 250 ✓✓

RE Rack End ✓✓

HD Light ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

HP Plus ✓✓ ✓✓ ✓✓

HT Tunnel ✓✓

FE Fence ✓✓

SG Sliding Gate ✓✓ ✓✓

SG Swing Gate ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

SG Drop Gate ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

AG Axes Gate ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

✓✓  Combinat ion possible.    Combinat ion not possible.98 99| MORE INFO ON: WWW.BOPLAN.COM |

-40-
組み合わせ可  組み合わせ不可

フレックスインパクト - 製品組合せ技術情報

ボラード
 ライト

トラフィック
 バリアミニ

トラフィック
  バリア200

トラフィック
  バリア260

トラフィック
  バリア400

トラフィック
  バリア550

トラフィック
  バリア260
  ダブル

トラフィック
  バリア400

 トラフィック
バリアスーパー
   ダブル

 トラフィック
バリアスーパー
 トリプル

トラフィック
  バリア400
プラスフェンス

トラフィック
  バリア260
   プラス
   フェンス

トラフィック
  バリア260
ダブルプラス

トラフィック
  バリア400
ダブルプラス

 ボラード
インパクト

ボラード
スーパー

ゴールポスト
      250

ゴールポスト
      200

ラックエンド ハンドレール
    ライト

ハンドレール
    プラス

ハンドレール
   トンネル
※⾃⽴タイプ

フェンス

ボラードライト

トラフィックバリアミニ

トラフィックバリア400ダブルプラス

トラフィックバリア200

トラフィックバリア260

トラフィックバリア400

トラフィックバリア550

トラフィックバリア260ダブル

トラフィックバリア400

トラフィックバリアスーパーダブル

トラフィックバリアスーパートリプル

トラフィックバリア260
                           プラスフェンス

トラフィックバリア400
                           プラスフェンス

トラフィックバリア260ダブルプラス

ボラードインパクト

ボラードスーパー

ゴールポスト200

ゴールポスト250

ラックエンド

ハンドレールライト

ハンドレールプラス

ハンドレールトンネル※⾃⽴タイプ

フェンス

スイングゲート

スライディングゲート

ドロップゲート

アクセスゲート




