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重量：(g)/個、寸法：mmは参考値です。
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重量：(g)/個、寸法：mmは参考値です。

キャップ
寸法参考

外径

全高 全高 全高

NCフラップ ユニロック 12ユニロック
バンドスプリットE

12NC フラップ
充填

条件例
常温

ホット 材質 PE

重量 0.90 入数／個 6,500
キャップ寸法

外径 13.30 全高 17.80

12 ユニロック
充填

条件例 ホット 材質 PP

重量 0.90 入数／個 6,000
キャップ寸法

外径 13.30 全高 18.20

12 ユニロックバンドスプリット
充填

条件例 ホット 材質 PE

重量 0.90 入数／個 6,000
キャップ寸法

外径 13.30 全高 18.10

12 ユニロックバンドスプリット E
充填

条件例
常温

ホット 材質 PE

重量 1.40 入数／個 4,000
キャップ寸法

外径 19.50 全高 18.15

14 ユニロック
充填

条件例
常温・ホット
レトルト 材質 PP

重量 1.10 入数／個 5,000
キャップ寸法

外径 14.70 全高 19.00

ネジ山経

口内経

全高

スパウト
寸法参考

スパウト寸法
ネジ山経 口内径 全高
12.30 8.70 31.40

スパウト寸法
ネジ山経 口内径 全高

13.70 10.00 33.30
（ 常温、ホット ）

33.40
（ レトルト ）

スパウト寸法
ネジ山経 口内径 全高
12.35 8.70 32.30

スパウト寸法
ネジ山経 口内径 全高
27.45 20.60 35.60

スパウト寸法
ネジ山経 口内径 全高
21.00 16.30 34.70

21 ユニロック
充填

条件例
常温

ホット 材質 PP

重量 1.90 入数／個 4,000
キャップ寸法

外径 22.10 全高 19.10

28NC フラップ
充填

条件例 ホット 材質 PP

重量 3.00 入数／個 2,700
キャップ寸法

外径 30.00 全高 20.10

外径 外径

14 ユニロックスパウト
充填

条件例
常温、ホット、レトルト

充填条件により材質が異なる
材質 PE（ 常温、ホット ） PP（ レトルト ）
重量 2.10 入数／個 5,000

12 ユニロックスパウトリブナシ
充填

条件例 ホット

材質 PE
重量 1.80 入数／個 5,000

12NC フラップスパウト
充填

条件例 常温、ホット

材質 PE
重量 1.50 入数／個 3,000

21 ユニロックスパウト
充填

条件例 常温、ホット

材質 PE
重量 4.30 入数／個 2,400

28NC フラップスパウト
充填

条件例 ホット

材質 PE
重量 7.50 入数／個 1,200

バンドスプリット とは

バンドの誤飲防止のため、開栓するとバンドはスパウトに残らず、
キャップについてくる仕様です。
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重量：(g)/個、寸法：mmは参考値です。

014

重量：(g)/個、寸法：mmは参考値です。

12NC フラップスパウトセット
充填

条件例 常温、ホット

材質 キャップ PE ／スパウト PE

重量 2.40 入数／個 3,000
セット品寸法

舟形幅 21.50 全高 32.70

14 ユニロックスパウトセット
充填

条件例
ホット、レトルト

充填条件により材質が異なる

材質 キャップ PP／スパウトPE（ ホット ）
キャップPP／スパウトPP（レトルト）

重量 3.20 入数／個 3,000
セット品寸法

舟形幅 21.60
全高 34.75（ホット）、34.80（レトルト）

14ユニロックバンドスプリットスパウトセット
充填

条件例 ホット

材質 キャップ PE ／スパウト PE

重量 3.40 入数／個 3,000
セット品寸法

舟形幅 39.20 全高 39.00

28NC フラップスパウトセット
充填

条件例 ホット

材質 キャップ PP／スパウト PE

重量 10.80 入数／個 1,100
セット品寸法

舟形幅 42.00 全高 37.70

21 ユニロックスパウトセット
充填

条件例 常温、ホット

材質 キャップ PP／スパウト PE

重量 6.20 入数／個 2,100
セット品寸法

舟形幅 30.00 全高 36.20

舟形幅

全高

スパウトセット
寸法参考

バンドスプリット とは

バンドの誤飲防止のため、開栓するとバンドはスパウトに残らず、
キャップについてくる仕様です。
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