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トーホー工業 検索トーホー工業 検索

インクジェット印刷も可能！インクジェット印刷も可能！
社名やブランド名などを
印刷できます。
社名やブランド名などを
印刷できます。

・EPSの断熱性で外気温に影響されず、
  容器内の水温が安定します。
・年間を通じて海外輸出が可能に！
・ズレ防止の形状で、段積みしても
  荷崩れがなく安心です。
・人間工学に基づいた容器で、
  荷扱いが楽になります。 2017/4/3　新潟→マレーシア 輸送試験

温度変化のグラフ
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温度変化のグラフ

＊写真はロンドン行き錦鯉の出荷の様子＊写真はロンドン行き錦鯉の出荷の様子

新潟からマレーシアまで、梱包から開梱まで約27時間の
輸送試験を行った。
発泡スチロール製の「B’ koi」は10℃～20℃が保たれ、
良好な状態で輸送ができた。

新潟からマレーシアまで、梱包から開梱まで約27時間の
輸送試験を行った。
発泡スチロール製の「B’ koi」は10℃～20℃が保たれ、
良好な状態で輸送ができた。

人間工学とは、人間が可能な限り自然な動きや状態で使えるように、
道具などを設計するものです。

フタと本体が同一形状で
梱包の作業効率UP！
フタと本体が同一形状で
梱包の作業効率UP！

意匠
登録済

EPSは発泡スチロール（Expanded Poly-Styrene）の略称です。EPS

（平日 9︓00～ 17︓00）

事業開発部
〒581-0066 大阪府八尾市北亀井町1-5-20

B’koiB’koi 省プラスチック省プラスチック発泡発泡スチロールは、スチロールは、
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Shipping Container for 
Nishikigoi (Ornamental Carp)
Shipping Container for 
Nishikigoi (Ornamental Carp) 美

鯉
美
鯉

Contact us through 
our website or by e-mail.
Contact us through 
our website or by e-mail.
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EPS stands for Expanded Polystyrene.

Inkjet printable!Inkjet printable!
Printing of company and
brand names is possible.
Printing of company and
brand names is possible.

・The thermal insulation properties of EPS keep
   the water temperature in the container stable
   regardless of ambient temperatures.

・Overseas shipment is possible throughout the year!

・The shape of the B’ koi is designed to prevent
   load shifting when piled up.

・The B’ koi is designed based on ergonomics,
   making cargo handling easier.

Change in Temperatures during Shipment 
from Niigata to Malaysia on April 3, 2017
Change in Temperatures during Shipment 
from Niigata to Malaysia on April 3, 2017

* Photograph: Shipment of Nishikigoi carp to London* Photograph: Shipment of Nishikigoi carp to London

A shipping test from Niigata Prefecture (Japan) to Malaysia was performed. 
It took approximately 27 hours from packing to unpacking. 
The B’ koi made of EPS kept temperatures insideat 10 to 20°C, 
and succeeded in shipping the test cargo in good condition.
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It took approximately 27 hours from packing to unpacking. 
The B’ koi made of EPS kept temperatures insideat 10 to 20°C, 
and succeeded in shipping the test cargo in good condition.

Ergonomics is the study of design tools to help people use equipment 
without undue stress to the greatest possible extent.

The top and bottom of the container
have the same shape, improving
packing efficiency!

The top and bottom of the container
have the same shape, improving
packing efficiency!

Design registration
has been applied for.

[Business Development Division]
e-mail : hp1@toho-eps.com
HP : http://www.toho-eps.com
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