
   

ライオットシールド (UVRS) 

 

 

中国のライオットシールドのベストメーカー 

 

ウェブサイト: https://jp.uvplastic.com 

https://jp.uvplastic.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By focusing on advanced technologies, strict manufacturing steps, and perfect QC system,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVPLACICについて 

2003 

会社設立 

165 

スタッフ 
50+ 

国家 

1200+ 

お客様 

12+ 

百万 

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd:は、2003年に中国の蘇州で設立されたエンジニ

アリングプラスチック分野のワンストップサプライヤーです。長年の継続的な努力の後、当

社は 1つの子会社と 3つの商標（UVPLASTIC、UVACRYLIC、VIEWSKY）を持っており、主な業

務は以下の通りです。 

1. エンジニアリングプラスチック：あらゆる形態のポリカーボネートとアクリルを扱って

います。 

2. 機械加工サービス：エンジニアリングプラスチックの総合的な加工を行っています。 

3. 用途：ポリカーボネートやアクリルをベースにした製品を設計・製造しており、VIEWSKY 

バブルテント、ジオデシックドームテント、チェアマット、ライオットシールド、ミニ温室

などがあります。 

 

今、UVPLASTICの製品は、建築、農業、医療、自動車、セキュリティ、電子機器、POPディ

スプレイ、光学、工業生産の分野で、幅広い用途に使用されています。 

UVPLASTIC の概要 

協力パートナー 

https://jp.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
https://jp.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
https://jp.uvplastic.com/geodesic-dome-tent-kit
https://jp.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/office-chair-mat
https://jp.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/riot-shield


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ UVPLASTIC が選ばれるのか？ 
 

ワンストップサプライヤー 
 

設計・製造 
 
UVPLASTICは、ホテルやレストラン、高級

テントやディスプレイ用のジオデシック

ドームテント、VIEWSKYバブルテントなど

ポリカーボネートやアクリルをベースに

した製品を数多くデザインしています。

ミニ温室やチェアマットなどは世界的に

人気があります。 

 

設計・開発 
 

 
CAD、Solidworks、CATIA、UGを駆使し

て、UVPLASTICは世界中のエンジニアと協

力し、製品の加工の可能性を議論し、プ

ロジェクトに最適な加工方法を見つけ出

します。 

カスタムメイド 

 
１ 5 年以上の経験と効率的な作業で

UVPLASTICのプロトタイピング技術は、お

客様のアイデアを比較的短期間で実現し

ます。 

主要製品 

UVPLASTIC ポリカーボネート 

ソリッド ポリカーボネート板; 

静電気気防止 ポリカーボネート板; 

ポリカーボネート拡散板; 

中空ポリカ板; 

ポリカーボネートフィルム; 

ポリカ波板; 

ポリカーボネート屋根板; 

ポリカーボネートファサード; 

UVACRYLIC アクリル: 

アクリル板 透明; 

アクリル板 カラー; 

アクリル棒; 

アクリルチューブ; 

アクリルミラー; 

アクリルブロック; 

LGP ／アクリル導光板; 

アクリルフィルム; 

機械加工サービス 

ポリカーボネートの機械加工; 

アクリル板 加工; 

グランピングドームテント 

VIEWSKYバブルテント; 

ジオデシックドーム; 

UVPLASTIC は、ポリカーボネートやアクリ

ル板のあらゆる形状の板を扱い、ワンスト

ップで扱っています。また、温室、ビルの

屋根やファサードシステム用の機器を一

式揃えて運営しています。 

https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-sheets/solid-polycarbonate-sheet
https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-sheets/anti-static-esd-polycarbonate-sheet
https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-sheets/light-diffuser-sheet
https://jp.uvplastic.com/multi-wall-polycarbonate
https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-films
https://jp.uvplastic.com/corrugated-polycarbonate
https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-roof-panels
https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-facade-curtain-walls
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/clear-acrylic-sheet
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/colored-acrylic-sheet
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/acrylic-rod
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/acrylic-tube
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/acrylic-mirror-sheet
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/solid-acrylic-block
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/lgp-light-guide-plate-acrylic
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma/acrylic-film
https://jp.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate
https://jp.uvplastic.com/machining-custom-acrylic
https://jp.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
https://jp.uvplastic.com/geodesic-dome-tent-kit
https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-sheets
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma
https://jp.uvplastic.com/plexiglass-pmma


 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

当社にはどのようなライオットシールドがあるのか 

競争力のあるライオットシールド 

中国のライオットシールドの大手メーカーとして、UVPLASTICは厳格なコスト管理システムと品質

管理システムを実行し、ラウンドライオットシールド、レクタングルライオットシールド、フレン

チライオットシールド、アンチライオットシールドなどを含む競争力のあるライオットシールドを

手頃な価格で手に入れることができます。 

ライオットシールドの OEMサービス 

当社のクライアントは、エンドユーザー、警察署だけでなく、ライオットシールドの販売業者や卸

売業者でもあります。要件に応じてカスタムのライオットシールドを製造できます。 

半完成品のライオットシールド 

UVPLASTICは、ポリカーボネートシートの専門メーカーであり、加工サービスをしています。半製

品のライオットシールドも扱っています。 

 

 

https://jp.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/riot-shield


 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

 

製品 

 ラウンドライオットシールド (UVRS-R-S) 

 

アイテム 説明 

商品名 警察のアンチシールド 

品番 UVRS-R-S 

原料 ポリカーボネート板 

サイズ 直径は 20～25インチ（500～650mm）、カスタマイズ可能 

厚さ 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm 

ライオットシールドの重量 1.3 kgから 2 kgまで ( 2.86 lbsから 4.4 lbsまで) 

光透過率 ≥80% 

ライオットシールドの部品 
内側にアームスリング、手すり、前腕パッドが付いた円形のポリ

カーボネート板 

カラー クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています 

ロゴ インクプリント、カスタムロゴ 

衝撃強度 147J 運動エネルギー衝撃 

耐パンク性 147J 運動エネルギーパンク 

https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-sheets/solid-polycarbonate-sheet


 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

ハンドルの連結強度 ≥ 500N 

アームバンドの連結強度 ≥ 500N 

対象となるお客様 
警察、武装警察、機動隊、刑務所、警備会社、警備員、セキュリ

ティ製品の販売店、エアソフトプレイヤー 

注意点 このシールドは衝撃保護のみで、防弾効果はありません。 

 

 



 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

ライオットシールド(UVRS-RE-A) 

 

アイテム 説明 

商品名 ライオットシールド 

品番 UVRS-RE-A 

原料 ソリッド ポリカーボネート板 

サイズ 36 x 20" (900 x 500 mm) 

厚さ 4 mm 

ライオットシールドの重量 約 3 Kg ( 6.6 lbs) 

光透過率 ≥80% 

カラー クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています 

ロゴ インクプリント、カスタムロゴ 

衝撃強度 147J 運動エネルギー衝撃 

耐パンク性 147J 運動エネルギーパンク 

ハンドルの連結強度 ≥ 500N 

アームバンドの連結強度 ≥ 500N 

https://jp.uvplastic.com/polycarbonate-sheets


 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

ライオットシールド (UVRS-RE-F) 

アイテム 説明 

商品名 ライオットシールド 

品番 UVRS-RE-F 

原料 ポリカーボネート 

サイズ 40 x 20" (1000 x 500 mm) 

厚さ 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm 

ライオットシールドの重量  2.5 から 5 kg まで(5.5 lbs から 11 lbs まで) 

光透過率 ≥80% 

カラー クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています 

ロゴ インクプリント、カスタムロゴ 

衝撃強度 147J 運動エネルギー衝撃 

耐パンク性 147J 運動エネルギーパンク 

ハンドルの連結強度 ≥ 500N 

アームバンドの連結強度 ≥ 500N 

対象となるお客様 
警察、武装警察、機動隊、刑務所、警備会社、警備員、セ

キュリティ製品の販売店、エアソフトプレイヤー 

注意点 このシールドは衝撃保護のみで、防弾効果はありません。 



 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

ライオットシールド(UVRS-RE-B) 

 

アイテム 説明 

商品名 ライオットシールド 

品番 UVRS-RE-B 

原料 ポリカーボネート 

サイズ 36 x 20" (900 x 500 mm) 

厚さ 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm 

ライオットシールドの重量  3 kgから 5 kgまで ( 6.6 Lbsから 11 Lbs まで) 

光透過率 ≥80% 

カラー クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています 

ロゴ インクプリント、カスタムロゴ 

衝撃強度 147J 運動エネルギー衝撃 

耐パンク性 147J 運動エネルギーパンク 

ハンドルの連結強度 ≥ 500N 

アームバンドの連結強度 ≥ 500N 

 



 

 

Best Manufacturer of Riot Shield in China 

 

ライオットシールド (UVRS-C-A/B) 

 

アイテム 説明 

商品名 コンビネーションライオットシールド 

品番 UVRS-C-A/B 

原料 ポリカーボネート 

サイズ 63″ x 21″ (1600 x 550 mm),  47″ x 21″ (1200 x 550 mm) 

厚さ 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm 

ライオットシールドの重量 3.4kg から 9.4 まで ( 7.5 lbs から 20.7 lbsまで) 

光透過率 ≥80% 

カラー クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています 

ロゴ インクプリント、カスタムロゴ 

衝撃強度 147J 運動エネルギー衝撃 

耐パンク性 147J 運動エネルギーパンク 

ハンドルの連結強度 ≥ 500N 

アームバンドの連結強度 ≥ 500N 

 



 

 

ONE-STOP SUPPLIER OF ENGINEERING PLASTIC 
 

お問い合わせ 

UVPLASTIC Material Technology Co.,Ltd 

アドレス: 中国蘇州市蘇州工業園区蘇州西大道 205号、215000 

電話番号: +86 512 85186727 

Eメール: info@uvplastic.com, jp@uvplastic.com  

ホームページ: https://jp.uvplastic.com  

 

mailto:info@uvplastic.com
mailto:jp@uvplastic.com
https://jp.uvplastic.com/

	1
	2
	3
	3.0 Catalog Content
	7

