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機械防護システムの
進化へ新たな一歩 機械防護用安全柵の

選択にお困りですか。
トラックスは現在、独自の取付部品を使用してパネルをポストにボ
ルトで固定する方式の、スマートフィックスという機械防護システ
ムをご提供しています。 トラックスの新ラピッドフィックスシス
テムでは、スマートフィックスシステムと同じポストとパネルを使
用します。
主な違いはシステムの2つのスマートかつユニークなブラケット
で、このブラケットにより画期的な機能性が実現しました。
 
 
詳細についてはwww.troax.com/rapidfixまで

メッシュパネル

組み合わせ可能な
ベース付きポスト

上部固定具 - 内蔵のワンタッチ機
能でパネルを簡単に固定。

下部固定具 - パネルの下端位置
を簡単な方法で固定。

次の「よくある質問と答え」を参考になさってくだ
さい。

 

Q: 機械設備にいつでもどこからでもアクセスできるようにする
   必要があります。
A: 自由自在なアクセスの確保には、エリア全体にラピッドフィ
   ックスの据付をおすすめします。

Q: 機械類の特定箇所にのみアクセスする必要があります。
A: スマートフィックスとラピッドフィックスを組み合わせてご
   使用ください。

Q: 固定式の機械防護ソリューションが必要です。
A: 最適なソリューションはスマートフィックスです。

まだお迷いですか。 今すぐ、最寄の販売会社までお問い合わせ
ください。

詳細はwww.troax.com/rapidfixまで
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A revolution in your hands
トラックスの機械防護用安全柵
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洗練された機械防護システム

ラピッドフィックスは、メンテナンス作業など、機械
にアクセスする際、素早く柔軟に対応できるようにし
たいという市場やお客様の要望にお応えするために開
発されました。 

実績を誇る機械防護システム

スマートフィックスは実績のある機械防護用安全柵システ
ムで、メッシュパネル、ヒンジドア、スライドドア、ポス
ト、およびコーナーブラケットなどで構成されています。

自由自在に組み合わせ可
能なシステム

ラピッドフィックスはスマートフィックスと同一のポス
トやパネルを使用するため、2つのシステムを組み合わせ
ることが可能です。 

ラピッドフィックスのブラケットはさらに機能性がアッ
プしています。 下側ブラケットにはパネルを引っかけ
るための穴が設けられており、上側のブラケットにはパ
ネルを正しい位置にはめ込むトラックス独自のロック構
造が備わっています。 このロック構造により、パネル
を素早くかつ簡単に元通りに取り付けることができるよ
うになっています。

システムにはトラックスならではの特長が数多くあり、
また、機械指令の要件を満たしています。 床面の高低に
合わせて調節も可能です。 また、コーナー取付部品の角
度は最大180度まで変更できる上、その他のトラックスシ
ステムと組み合わせて使用することも可能です。

既にスマートフィックスが設置されている場合、素早くア
クセスする必要性が生じたときに、ブラケットを変更する
だけでラピッドフィックスに簡単にアップグレードするこ
とができます。 もちろんその逆も可能で、特定の場所を
しっかり保護したい場合には、固定式のスマートフィック
スに変更できます。

ラピッドフィックス開発の根底に一貫していたコンセプト
は、既に設置されているスマートフィックスを取り替える
ことなくラピッドフィックスへのアップグレードが行えた
り、2つのシステムの間で選択や組み合わせができるよう
にする、というものでした。

詳細についてはwww.troax.com/rapidfixまで

機械指令に準拠  

ラピッドフィックスは機械指令2006/42/ECの要件
を完全に満たしています。トラックス社は、現行製
品・新製品ともに、これらを市場に出す前に指令に
適合させるべく、常に努力を続けています。
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