
部品名 ボトル4L本体 ボトル3L本体 ボトル3L,4L外蓋 ボトル4L本体（黒） ボトル3L本体（黒） ボトル3L,4L外蓋（黒） ボトル3L,4L中蓋

品番 GB186A-J-4000-NA GB186A-J-3000-NA GB186A-SC-NA GB186A-J-4000-BK GB186A-J-3000-BK GB186A-SC-BK GB186A-NC-NA

対象内容量 4,000cc 3,000cc - 4,000cc 3,000cc - -

外蓋との嵌合

材質 HDPE（白） HDPE（白） ＰＰ（白） HDPE（黒） HDPE（黒） ＰＰ（黒） LDPE　(ﾅﾁｭﾗﾙ)

入り数 18 18 36 18 18 36 36

梱包状態 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

寸法 (mm) φ185×２１１ φ185×168 φ185×50 φ185×２１１ φ185×168 φ185×50 φ172×35

ケースサイズ[mm] W400xL590xH680 W400xL590xH530 W400xL590xH320 W400xL590xH680 W400xL590xH530 W400xL590xH320 W370xL540xH250

IATA内部圧力試験 - - - - - - -

適合する外蓋 GB186A-SC-NA GB186A-SC-NA - GB186A-SC-BK GB186A-SC-BK - -

適合する中蓋 GB186A-NC-NA GB186A-NC-NA - GB186A-NC-BK GB186A-NC-BK - -

形状

ネジ式 ネジ式

用途 実績 ： 導電ペースト用として実績あり    (銀ペーストや銅ペーストなどの容器として、使用されています。)   



部品名 ボトル4L本体 ボトル4L外蓋 ボトル4L内蓋 部品名 ボトル150ml本体 ボトル150ml外蓋 ボトル150ml内蓋

品番 GB185A-J-4000-BK GB185A-SC-BK GB185A-NC-BK 品番

対象内容量 4,000cc - - 対象内容量 150cc - -

外蓋との嵌合 外蓋との嵌合

材質 HDPE（黒） PP（黒） LDPE（ﾅﾁｭﾗﾙ） 材質 HDPE（着色） PP（着色） HDPE、LDPE（ﾅﾁｭﾗﾙ）

入り数 入り数 300 800 1000
梱包状態 梱包状態 単品 単品 単品

寸法 (mm) φ194×２03.5 φ199.6×55 φ188×21.5 寸法 (mm) φ70.8×65.6 φ66.6×15.1 φ59.7×12

ケースサイズ[mm] ケースサイズ[mm]

IATA内部圧力試験 適合 適合 適合 IATA内部圧力試験 - - -

適合する外蓋 GB185A-SC-BK - - 適合する外蓋 - -

適合する中蓋 GB185A-NC-BK - - 適合する中蓋 - -

形状 形状

　用途 実績　： 導電ペースト用として実績あり。
(銀ペーストや銅ペーストなどの容器として、使用されています。)

W450xL650xH520

用途 実績　：　主にハンダペースト用として使用。

ネジ式

セット品

ロック式

12 セット



部品名 1100mlボトル本体 1100mlボトル外蓋 450mlボトル 部品名 ロック式ボトル1100本体 ロック式ボトル610本体
ロック式ボトル1100

610外蓋
ロック式ボトル1100

610中蓋

品番 GB118A-BK-ASY1 GB118A-SC-BK GB092A-BK-ASY0 品番 GB094-J-1100-NA GB094-J-610-NA GB094-SC-NA GB094-NC-NA

対象内容量 1,100cc - 450cc 対象内容量 1,100cc 610cc - -

外蓋との嵌合 外蓋との嵌合

材質
本体=HDPE（黒）

中栓=LDPE ＰＰ（黒）
本体=HDPE（黒）

外蓋=PP（黒） 材質 HDPE（白） HDPE（白） ＰＰ（白） LDPE

入り数 50 200 100 入り数 50 100 200 400
梱包状態 セット品（本体＋中蓋） 単品 セット品（本体＋外蓋） 梱包状態 単品 単品 単品 単品

寸法 (mm) φ121×122 φ125×19.9 φ99×92 寸法 (mm) φ105×191 φ105×115 φ131×22 φ92.5×12

ケースサイズ[mm] W620xL620xH280 W260xL650xH370 W410xL510xH510 ケースサイズ[mm] W540xL540xH430 W540xL540xH510 W560xL560xH190 W500xL500xH170

IATA内部圧力試験 - - - IATA内部圧力試験 適合 適合 適合 適合

適合する外蓋 GB118A-SC-BK - - 適合する外蓋 GB094-SC-NA GB094-SC-NA - -

適合する中蓋 GB118A-NC-BK - - 適合する中蓋 GB094-NC-NA GB094-NC-NA - -

形状 形状

ネジ式 ロック式

　用途 実績　：　導電ペースト用または、ソルダーレジスト用として、併用の実績あり。


