SUREWHIP™
WHIP CHECK

GREATER

STRENGTH,

DURABILITY
AND

PROTECTION.

S

NLB製の新しいウィップチェック”SureWhip”(PM50184)
pecifically designed for waterblasting apはウォータージェット洗浄用に特別にデザインされ、引張
plications, NLB’s new SureWhip™ (PM50184)
強度、耐久性において新しいレベルに到達しました。
whip check brings strength and durabil17,500psiという引張強度を持つことによって、8,824lbsの
ity
to a new level. With a tensile strength of 17,500
力に耐えられることが証明されました。強い力で壊れてし
psi,
the SureWhip has been proven to withstand
まう金属製のウィップチェックとは違い、”SureWhip"は
8,824 lbs. of force. Unlike metal whip checks that
その力を吸収します。
break with high force, the SureWhip absorbs it.
This
100% double braided nylon proprietary rope is
この特許取得済みのナイロン100％で二重に編んだロープ
は通常のナイロンロープの3倍の引張強度があり、多くの
triple
the tensile strength of regular nylon rope, and
化学薬品に対し耐久性もあります。ビニールポリマーのコ
resistant
to many chemicals. A vinyl polymer coatーティングによって、”SureWhip"は紫外線や摩耗に対し
ing
covers the SureWhip making it UV and abrasive
ても抵抗力があります。又、この加工により水の浸透を妨
resistant.
This blocks water absorption, which inhibits
ぎ、寒冷地での凍結をも防ぎます
。
freezing
in cold weather applications.

FEATURES
製品特徴INCLUDE
•
・

Triple the strength of a standard nylon whip check
標準的なナイロン製ウィップチェックの3倍の強度

•
・

Two-piece design for easy removal
取り外し簡単なツーピース設計

•
・
・
•

Easier ”SureShroud"
Sure Shroud™
installation
簡潔な
の取り付けが可能
紫外線に対しての抵抗力を持ったコーティング
UV resistant coating

・
•

多くの化学薬品に対する耐久性
Resistance to many chemicals

•
・

Great for cold weather applications
寒冷地での使用における高いパフォーマンス

・
•

17,500psiという高い引張強度
High tensile strength of 17,500 psi

Innovatively designed in two pieces, the SureWhip
本体は二つに分かれる様に設計されているので、取り外し
makes whip check removal easier and more efficient.
も効率的且つ、簡単に行えます。NLB製のホースシュラウ
ド”SureShroud"を取り付ける際もウィップチェックの片
Now it’s only necessary to remove half of the whip
側を取り外すだけで簡単に行えます。
check to install a SureShroud™ hose shroud.
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SUREWHIP™

ACCESSORIES

ウィップチェックの取り外し
Whip check removal,
"SureShroud"取り付けは、シンプ
and SureShroud™
ルな結び目構造によってより簡単
installation is easier
で効率的になりました。以下の用
and more efficient
途でも使用できます。
with the simple ball

Did you know?
”SureWhip"のデザイン設計
The
SureWhip™ design
はアメリカの軍事的仕様か
and manufacture is
ら派生したものです。
derrived from
U.S. military
specifications.

knot connection.

VERSATILITY
多
途性
The SureWhip whip check is a versatile safety
ウィップチェック”SureWhip"は従来のウィップチェック以上
item that can be used beyond traditional whip
に様々な用途で使える安全なアイテムです。
check applications. It can be applied to:

HOSE TO HOSE

HOSE TO UNIT

HOSE TO ACCESORY

When tested in waterblasting applications, the SureWhip™ sucウォータージェット洗浄仕様下でテストした際、"SureShroud"
cessfully withstood 8,824 lbs. of force, outperforming traditional
は従来のウィップチェックを超える8,824ポンドの力に耐える
strap whip checks.
ことに成功しました。

CHARACTERISTICS

THIS PRODUCT IS MADE IN THE USA

MADE IN USA



ALL UNITS ARE CERTIFIED AND
FACTORY TESTED BEFORE SHIPMENT
Specifications subject to change without notice.

HEADQUARTERS
Wixom, MI
(248) 624-5555

PM50184
Tensile
Strength
引張強度

17,500 psi (1206.6 bar)

Maximum
最大抗力Force

8,824 lbs.

REGIONAL OFFICES
Located across the
United States
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