
価格には、消費税は含まれておりません。※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。448
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識

サイズ：1400×550㎜（板面） 材 質：鋼板下地 全面反射シート張り、鉄枠
看 板：¥11,500  鉄 枠：¥11,500  セット：¥23,000

★鉄枠は別売りです。　★別途運賃が必要です。

SL-1 SL-2A SL-2B SL-3A SL-3B SL-4A SL-4B SL-5 SL-6

SL-7 SL-11 SL-12 SL-13 SL-14 SL-15 SL-16 SL-17 SL-18

SL-19 SL-20 SL-21 SL-22 SL-23 SL-25 SL-26
10、20、30

規格品

SL-27
（矢印各種）

SL-28

SL-Y9

00M先

50M先

SL-40 SL-43

SL-44（左）

SL-45

SL-46（左）

SL-47 SL-48 SL無地板
（白）

SL無地板
（黄）

SL（鉄枠）

（     ）

全面反射道路工事用立看板（SL）  



価格には、消費税は含まれておりません。 ※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。 449
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標
識

モダンで安全設計のSL用鉄枠（標識板差し替えタイプ）
ピクトグラム（絵文字）入りの視認性抜群のクリーンSL標識

材 質：クリーンエコボード製

サイズ：1400×550㎜厚み2㎜

看 板：¥13,000

鉄 枠：¥18,000

セット：¥31,000

鉄枠に標識板は差し替えタイプ。

差し替え後、上部ボルトナット

で固定。

4本の足にビニールカバー付。

★鉄枠は別売りです。

★別途運賃が必要です。

クリーンSL-1 クリーンSL-2A クリーンSL-2B クリーンSL-3AA

（工事用車両）

クリーンSL-3AB

（ダンプ）

クリーンSL-3AC

（トラック）
クリーンSL-3B クリーンSL-4A

カタログ表示は右 カタログ表示は右

クリーンSL-4B クリーンSL-5 クリーンSL-6 クリーンSL-7 クリーンSL-11 クリーンSL-12 クリーンSL-14 クリーンSL-15

クリーンSL-43

（右折禁止）
クリーンSL-44

（左折禁止）

クリーンSL-45 クリーンSL（白無地） クリーンSL（黄無地） クリーンSL（鉄枠）

■クリーンSL用鉄枠■

クリーンSL-20 クリーンSL-9（50）

クリーンSL-9（00）

クリーンSL-9（0）

クリーンSL-26

（数字各種）

クリーンSL-22 クリーンSL-25 クリーンSL-40クリーンSL-18R（右）

クリーンSL-18L（左）

クリーンSL-17R（右）

クリーンSL-17L（左）

全面反射道路工事用立看板（クリーンSL）  



価格には、消費税は含まれておりません。※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。450
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識

■サイズ：120×360㎜

■サイズ：100×300㎜ ■サイズ：150×150㎜

■サイズ：150×150㎜

■サイズ：200×200㎜

■サイズ：300×300㎜

■サイズ：200×200㎜

（財）日本消防設備安全センター認定品

（認定番号HP-025号）［標識区分：C200級］

材質：高輝度蓄光硬質樹脂製　　厚み：1.4㎜

材質：高輝度蓄光硬質樹脂製　　厚み：1.4㎜

標識区分：C 200級

試験条件：Jisz9107規格準拠

励　　起：200Lx×20分

mcd/㎡

※高輝度蓄光式誘導標識の設置に関す

る運用は、環境照度等の設置箇所の状

況により異なります。詳しくは、お問

い合わせください。又、残光輝度性能

のデータは、全て実測値です。

残光輝度性能

（財）日本消防設備安全センター認定品
（認定番号HP-013号）［標識区分：A200級・A100級］

標識区分：A200級・A100級

試験条件：Jisz9107規格準拠

励　　起：D65常用光源200L×20分

残光輝度性能

FRG－AP01

FRG－AP03

FRG－AP02

FRG－AP04

材質：高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム

サイズ：120×360㎜　厚み2.8㎜

フレームサイズ（130×384㎜）

材質：高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム

サイズ：100×300㎜　厚み2.8㎜

フレームサイズ（110×324㎜）

通路誘導標識

FRG－AP05

FRG－AP06

FRG－AP07

2

10

20

30

60

1,579

532

285

188

87

経過時間（分） 残光輝度（mcd/㎡）

HLS-1 HLS-2

HLS-3

HLS-11

HLS-12

HLS-13

HLS-14

HLS-15

HLS-16

HLS-17

HLS-18

HLS-19

HLS-4

HLS-21

HLS-22

HLS-23

壁面用

壁面用

¥30,000

¥25,000

¥25,000

¥25,000

¥30,000

¥30,000

¥30,000

¥14,000 ¥14,000
¥10,000

¥14,000 ¥14,000

¥11,000

¥10,000
¥14,000

¥11,000

¥10,000

¥14,000

¥11,000

¥10,000

¥14,000

¥14,000

¥29,000

高輝度蓄光式誘導標識  



価格には、消費税は含まれておりません。 ※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。 451
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壁面用

床面用

（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター

認定番号NP-001号

 平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する件」（平成18年消防庁告

示第5号）により、蓄光式誘導標識が新たな避

難設備として位置付けられました。そして、

JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。

NAB25 NAB26

NAB27 NAB28

NAB20（B）

NAB22NAB21

N床1

N床11 N床12 N床13

N床2 N床3

（財）日本消防設備

安全センター認定品

サイズ：
300×300㎜

（複数）

（財）日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、
 下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例

￥4,000 ￥4,000

￥4,000 ￥4,000

￥3,000

￥3,000￥3,000

￥9,000

￥9,000￥9,000￥9,000

￥9,000￥9,000

（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター

認定番号NP-001号

 平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する件」（平成18年消防庁告

示第5号）により、蓄光式誘導標識が新たな避

難設備として位置付けられました。そして、

JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。

NAB25 NAB26

NAB27 NAB28

NAB20（B）

NAB22NAB21

N床1

N床11 N床12 N床13

N床2 N床3

（財）日本消防設備

安全センター認定品

サイズ：
300×300㎜

（複数）

（財）日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、
 下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例

￥4,000 ￥4,000

￥4,000 ￥4,000

￥3,000

￥3,000￥3,000

￥9,000

￥9,000￥9,000￥9,000

￥9,000￥9,000

（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター

認定番号NP-001号

 平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する件」（平成18年消防庁告

示第5号）により、蓄光式誘導標識が新たな避

難設備として位置付けられました。そして、

JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。

NAB25 NAB26

NAB27 NAB28

NAB20（B）

NAB22NAB21

N床1

N床11 N床12 N床13

N床2 N床3

（財）日本消防設備

安全センター認定品

サイズ：
300×300㎜

（複数）

（財）日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、
 下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例

￥4,000 ￥4,000

￥4,000 ￥4,000

￥3,000

￥3,000￥3,000

￥9,000

￥9,000￥9,000￥9,000

￥9,000￥9,000

（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター

認定番号NP-001号

 平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する件」（平成18年消防庁告

示第5号）により、蓄光式誘導標識が新たな避

難設備として位置付けられました。そして、

JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。

NAB25 NAB26

NAB27 NAB28

NAB20（B）

NAB22NAB21

N床1

N床11 N床12 N床13

N床2 N床3

（財）日本消防設備

安全センター認定品

サイズ：
300×300㎜

（複数）

（財）日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、
 下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例

￥4,000 ￥4,000

￥4,000 ￥4,000

￥3,000

￥3,000￥3,000

￥9,000

￥9,000￥9,000￥9,000

￥9,000￥9,000

（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター

認定番号NP-001号

 平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する件」（平成18年消防庁告

示第5号）により、蓄光式誘導標識が新たな避

難設備として位置付けられました。そして、

JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同
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JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。

NAB25 NAB26

NAB27 NAB28

NAB20（B）

NAB22NAB21

N床1

N床11 N床12 N床13

N床2 N床3

（財）日本消防設備

安全センター認定品

サイズ：
300×300㎜

（複数）

（財）日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、
 下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例

￥4,000 ￥4,000

￥4,000 ￥4,000

￥3,000

￥3,000￥3,000

￥9,000

￥9,000￥9,000￥9,000

￥9,000￥9,000

（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター
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度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20
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100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。
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ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。
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材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
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導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。
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規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。
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材 質：蓄光硬質樹脂製
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度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。
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関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。
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（財）日本消防設備

安全センター認定品

☆表面を透明フィルムラミネート加工して
 ありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩
 耗性を有しています。

避難口誘導標識
サイズ：120×360㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

避難口誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：300×300㎜ 厚み0.27㎜
材 質：蓄光PETフィルム（透明ビニールラミネート加工）

通路誘導標識
サイズ：100×300㎜  厚み1.2㎜
材 質：蓄光硬質樹脂製

（財）日本消防設備安全センター

認定番号NP-001号

 平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基

準の一部を改正する件」（平成18年消防庁告

示第5号）により、蓄光式誘導標識が新たな避

難設備として位置付けられました。そして、

JISZ8716の常用光源蛍光ランプD65により照

度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20

分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上

100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘

導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。

（第2第1号関係）

 また、蓄光式誘導標識について、消防法施行

規則第31条の4第2項に規定する登録認定機

関として、財団法人日本消防設備安全センター

が登録されました。そして、財団法人日本消防設

備安全センターにより「認定」が行われ、適合し

ている製品には「認定証票」が交付され、認定

証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同

規則第31条の3の規定により設備等技術基準

に適合したものとみなされ、消防機関が個別に

性能確認試験を行う必要がなくなります。
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300×300㎜

（複数）

（財）日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、
 下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例
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蓄光式誘導標識（（財）日本消防設備安全センター認定品）  
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サイズ：250×90㎜、90×250㎜（赤地の印刷面は240×80㎜）
材 質：硬質樹脂製（AA）軟質ステッカー製（AAS）

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

日本消防標識工業会
合格マーク

製品には上記の
合格ステッカーが
貼付されています。

AA7、AAS7

AA9、AAS9

AA10、AAS10

AAS12 AAS13 AAS14 AAS19

AAS20 AAS21 AAS22

AAS23 AAS24 AAS25

AAS26

AC4、ACS4 AC7、ACS7 AC8、ACS8

AC6、ACS6 AC9、ACS9 AC10、ACS10

AC5、ACS5 AC11、ACS11 AC12、ACS12

AC33、ACS33 AC34、ACS34 AC35、ACS35

AC36、ACS36 AC37、ACS37 AC38、ACS38

AAS27 AAS28

AAS16
AAS50

AAS17 AAS31

AAS18

AAS32

AAS2 AAS6 AAS15

AA8、AAS8

AA11、AAS11

AA1
AAS1

AA3
AAS3

AA4
AAS4

AA5
AAS5

AA1（B）
AAS1（B）

AAS29（ヨコ）
AAS30（タテ）

AC1
ACS1

AC2
ACS2

AC31
ACS31

AC3
ACS3

AC32
ACS32

★AAは硬質タイプ、AASはステッカータイプです。
★AA1（B）、AAS1（B）は、サイズ300×90㎜です。

サイズ：250×90㎜
    90×250㎜

サイズ：50×150㎜

サイズ：360×120㎜、120×360㎜ 材 質：硬質樹脂製（AC） ステッカー製（ACS）

  ステッカ ー 赤 地 の（ 印刷面は240×80㎜ ） ◎国際観光ホテル整備法施行規則の改正により日英両文タイプが通産

￥1,200

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,300

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥900

￥900

￥2,000 ￥2,000

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥1,400 ￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400
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￥1,400
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￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100
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￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

サイズ：250×90㎜、90×250㎜（赤地の印刷面は240×80㎜）
材 質：硬質樹脂製（AA）軟質ステッカー製（AAS）

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

日本消防標識工業会
合格マーク

製品には上記の
合格ステッカーが
貼付されています。

AA7、AAS7

AA9、AAS9
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AC3
ACS3

AC32
ACS32

★AAは硬質タイプ、AASはステッカータイプです。
★AA1（B）、AAS1（B）は、サイズ300×90㎜です。

サイズ：250×90㎜
    90×250㎜

サイズ：50×150㎜

サイズ：360×120㎜、120×360㎜ 材 質：硬質樹脂製（AC） ステッカー製（ACS）

  ステッカ ー 赤 地 の（ 印刷面は240×80㎜ ） ◎国際観光ホテル整備法施行規則の改正により日英両文タイプが通産
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￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥900￥900 ￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

サイズ：250×90㎜、90×250㎜（赤地の印刷面は240×80㎜）
材 質：硬質樹脂製（AA）軟質ステッカー製（AAS）

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

日本消防標識工業会
合格マーク

製品には上記の
合格ステッカーが
貼付されています。

AA7、AAS7

AA9、AAS9

AA10、AAS10

AAS12 AAS13 AAS14 AAS19

AAS20 AAS21 AAS22

AAS23 AAS24 AAS25

AAS26

AC4、ACS4 AC7、ACS7 AC8、ACS8

AC6、ACS6 AC9、ACS9 AC10、ACS10

AC5、ACS5 AC11、ACS11 AC12、ACS12

AC33、ACS33 AC34、ACS34 AC35、ACS35

AC36、ACS36 AC37、ACS37 AC38、ACS38

AAS27 AAS28

AAS16
AAS50

AAS17 AAS31

AAS18

AAS32

AAS2 AAS6 AAS15

AA8、AAS8

AA11、AAS11

AA1
AAS1

AA3
AAS3

AA4
AAS4

AA5
AAS5

AA1（B）
AAS1（B）

AAS29（ヨコ）
AAS30（タテ）

AC1
ACS1

AC2
ACS2

AC31
ACS31

AC3
ACS3

AC32
ACS32

★AAは硬質タイプ、AASはステッカータイプです。
★AA1（B）、AAS1（B）は、サイズ300×90㎜です。

サイズ：250×90㎜
    90×250㎜

サイズ：50×150㎜

サイズ：360×120㎜、120×360㎜ 材 質：硬質樹脂製（AC） ステッカー製（ACS）

  ステッカ ー 赤 地 の（ 印刷面は240×80㎜ ） ◎国際観光ホテル整備法施行規則の改正により日英両文タイプが通産

￥1,200

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,300

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥900

￥900

￥2,000 ￥2,000

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥1,400 ￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥900￥900 ￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

サイズ：250×90㎜、90×250㎜（赤地の印刷面は240×80㎜）
材 質：硬質樹脂製（AA）軟質ステッカー製（AAS）

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

日本消防標識工業会
合格マーク

製品には上記の
合格ステッカーが
貼付されています。

AA7、AAS7

AA9、AAS9

AA10、AAS10

AAS12 AAS13 AAS14 AAS19

AAS20 AAS21 AAS22

AAS23 AAS24 AAS25

AAS26

AC4、ACS4 AC7、ACS7 AC8、ACS8

AC6、ACS6 AC9、ACS9 AC10、ACS10

AC5、ACS5 AC11、ACS11 AC12、ACS12

AC33、ACS33 AC34、ACS34 AC35、ACS35

AC36、ACS36 AC37、ACS37 AC38、ACS38

AAS27 AAS28

AAS16
AAS50

AAS17 AAS31

AAS18

AAS32

AAS2 AAS6 AAS15

AA8、AAS8

AA11、AAS11

AA1
AAS1

AA3
AAS3

AA4
AAS4

AA5
AAS5

AA1（B）
AAS1（B）

AAS29（ヨコ）
AAS30（タテ）

AC1
ACS1

AC2
ACS2

AC31
ACS31

AC3
ACS3

AC32
ACS32

★AAは硬質タイプ、AASはステッカータイプです。
★AA1（B）、AAS1（B）は、サイズ300×90㎜です。

サイズ：250×90㎜
    90×250㎜

サイズ：50×150㎜

サイズ：360×120㎜、120×360㎜ 材 質：硬質樹脂製（AC） ステッカー製（ACS）

  ステッカ ー 赤 地 の（ 印刷面は240×80㎜ ） ◎国際観光ホテル整備法施行規則の改正により日英両文タイプが通産

￥1,200

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,300

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥900

￥900

￥2,000 ￥2,000

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥2,000 ￥1,400

￥1,400 ￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥2,000

￥1,400

￥900￥900 ￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100 ￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100 ￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,100

蓄光式消火器具類の標識  

消火器具類の標識  

蓄光式避難器具類の標識  



価格には、消費税は含まれておりません。 ※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。 453
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ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）
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EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。
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サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品
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下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。
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材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000
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材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62
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ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
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材 質：蓄光硬質板製
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ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56
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AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
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○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
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下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。
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材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）
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○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。
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サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700
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EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
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○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。
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下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。
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材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70
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AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
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下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700
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EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）
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○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。
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サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

ACS51 ACS52 ACS53 ACS54 ACS55 ACS56

ACS57 ACS58 ACS59 ACS60 ACS61 ACS62

ACS63 ACS64 ACS65 ACS66 ACS67 ACS68

ACS69 ACS70

AC20

AC22

AC21

（英文入タイプ）材 質：ステッカー製 サイズ：120×360㎜             価 格：￥1,400

避難経路図（特注品）

　火災・地震等不慮の災害には必ず
「停電」が伴い暗やみに置かれた
人々は逃げ場を失い、パニック状態
になり尊い人命が失われることにもな
ります。そんな時あなたを安全な場所
に確実に誘導するのが今回、日本
消防標識工業会で自主管理合格の高
輝度蓄光板使用の避難経路図です。
　●蓄光樹脂板製（表印刷）
　●アクリル樹脂板製（表・裏印刷）
　●アクリル樹脂板製（彫刻式）

3階  避難経路図

○非常の場合は赤矢印に従って避難して下さい。

○あらかじめ、お部屋と避難口をお確め下さい。

硬質樹脂製（白地黒文字）
サイズ：120×360㎜非蓄光品

サイズ：50×250㎜非蓄光品

サイズ：400×300㎜
下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

￥700 ￥700

￥600

EP152（A）（B）（C）

材 質：全面反射ステッカー製（ラミネート加工済）
価 格：￥2,600

EP153（A）（B）（C）

材 質：ステッカー製
価 格：￥1,100

EP154（A）（B）（C）

材 質：全面蓄光ステッカー製
価 格：￥3,000

EP155（A）（B）（C）

材 質：蓄光硬質板製
価 格：￥4,000

避難器具類の標識  

屋内消火栓設備の操作方法（絵図入り標識）  



価格には、消費税は含まれておりません。※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。454
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R110 600×600㎜
ポール設置型

（上下穴アキ）

￥8,700

裏 面

（1組2ヶ入り）

穴式

（    ）400㎜φ用
600㎜φ用

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

※高輝度全面反射アルミ製（スライド式）

工業会認証品には左のステッカーが

全製品の裏面に貼付されています。

製造年月 年    月

製造者名

納入者名

日本消防標識工業会
東京都豊島区東池袋1-31-10-1205

合格マーク

支
柱
用（
認
証
品
）

支
柱
用（
普
及
品
）

掲
出
用（
普
及
品
）

EA34 アルミ全面反射 600φ ￥34,000 EA35　アルミ全面反射 600φ ￥34,000 EA35B アルミ全面反射 600φ ￥34,000 EA43 アルミ全面反射 600φ   ￥34,000

EA36 アルミ全面反射 400φ ￥26,000 EA37　アルミ全面反射　400φ ￥26,000 EA37B アルミ全面反射 400φ ￥26,000

E34B　メラミン上下アキ 600φ ￥7,500 E35B　メラミン上下アキ　600φ     ￥7,500    E35BB　メラミン上下アキ　600φ     ￥7,500　 E43B　メラミン上下アキ 600φ    ￥7,500

E34C メラミンFBバンド 600φ ￥11,000 E35C　メラミンFBバンド　600φ  ￥11,000    E35BC　メラミンFBバンド　600φ  ￥11,000　 E43C　メラミンFBバンド 600φ  ￥11,000

E36　メラミン上下穴アキ　400φ ￥6,000 E37　メラミン上下穴アキ　400φ   ￥6,000　 E37B　メラミン上下穴アキ　400φ ￥6,000 E100   上下穴アキ 600㎜φ ￥8,000

R100 680×400㎜
ポール設置型

（上下穴アキ）

●メラミン鉄板製標 識 柱 仕 様 各種金具

No.1（スムーサー）
50.8㎜φ穴アキ用
60.5㎜φ穴アキ用
    ￥2,000

No.3（バンド）
50.8㎜φ用
60.5㎜φ用
    ￥2,600

No.2（スムーサー）
片面用 ￥1,800
両面用 ￥3,600 

あり

38㎜φ穴アキ用

No.4（スライド）
38㎜φ用
50.8㎜φ用
60.5㎜φ用
    ￥4,400

ポール金具No.1 ～ポール金具No.4

￥9,000

鋼

管

ポ

ー

ル

　 直径×長さ×厚み

38㎜φ  ×1,200×1.2㎜

38㎜φ  ×1,800×1.2㎜

38㎜φ  ×2,400×1.2㎜

50.8㎜φ×2,750×1.6㎜

50.8㎜φ×2,750×1.6㎜

60.5㎜φ×3,000×2.3㎜

60.5㎜φ×3,500×2.3㎜

60.5㎜φ×3,500×2.3㎜

価 格

￥  8,500

￥10,000

￥16,000

￥16,000

￥21,000

￥25,000

￥27,000

￥35,000

スライド式
バンド式

（600㎜φ用）

白

白

白

白

赤

白

白

赤

メラミン上下穴用 メラミンFBバンド用 アルミ全面反射用

品番 サイズ（㎜） 価格（円） 備考

EA34・35・35B・43 600φ 34,000 スライド式
EA36・37・37B 400φ 26,000 スライド式

E34B・35B・35BB・43B 600φ 7,500 メラミン
上下穴アキ

E34C・35C・35BC・43 600φ 11,000 メラミン
FBバンド

E36・37・37B 400φ 6,000 メラミン
上下穴アキ

※別途運賃が必要です。※長尺品のため出荷できない地域が有ります。

一般消防標識  



価格には、消費税は含まれておりません。 ※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。 455
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605
㎜

605㎜

1800㎜

910㎜

305㎜ 300㎜ 305㎜

610㎜

910㎜

305㎜ 305㎜

ストッパー
ビス

壁付
ステー

サイズ：600×300㎜（全種類）

※危険物標識は用途に合わせて3種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせください。

【K】メラミン鉄板製 ￥2,500 【KE】硬質樹脂板製 ￥2,400 【Kス】ステッカー製 ￥2,000

メラミン
  鉄板製
反射黄文字
300×300㎜
     ￥5,000

ステッカー製
反射黄文字
300×300㎜
     ￥3,000

● 3連用 605×910×15㎜
スライドアングル3A（メラミン鉄板製）￥22,000
スライドアングル3S（ステンレス製）￥50,000

★全種類（ビス付）ダンボール箱入り

●3枚組ポール取付例

材質 メラミン焼付塗装
角ポール

・2連アングル  ￥27,000
 タテ型使用ポール（2Pタテ）
・2連アングル  ￥25,000
 ヨコ型使用ポール（2Pヨコ）
・3連アングル  ￥25,000
 タテ型使用ポール（3Pタテ）
・3連アングル  ￥25,000
 ヨコ型使用ポール（3Pヨコ）

●タテ型使用例 ●ヨコ型使用例

● 2連用 605×610×15㎜
スライドアングル2A（メラミン鉄板製）￥19,000
スライドアングル2S（ステンレス製）￥34,000

K1↑ K2↑ K5↑ K6↑ K7↑ K8↑ K9↑ K10↑ K11↑ K12↑ K13↑

K14↑ K15（A）↑ K15（B）↑ K16（A）↑ K16（B）↑ K16（C）↑ K19↑ K20↑ K48↑ K49↑ K58↑

K103↑

K104↑

K46↑ K47↑ K64（B）↑ K65（B）↑ K66（B）↑ K67（B）↑ K69↑ K60↑ K98↑ K99↑

K110↑

K82↑ K83↑ K84↑ K85↑ K86↑ K87↑ K94↑ K95↑ K96↑ K97↑

K111↑

スライドアングル（K板・KH板用フレーム） スライドアングル用ポール

ストッパーを

外し標識板を

差し込むだけ

で簡単に取り

つけられます。

危険物標識・スライドアングル（標識用フレーム）  
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サイズ：300×600㎜（全種類）
※危険物標識は用途に合わせて3種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせください。

サイズ：250×500㎜（メラミン焼付鉄板製）（硬質樹脂製） （硬質樹脂製）
喫煙所の標識

（硬質樹脂製）定員表示板

（硬質樹脂製）
満  員  札

◎危険物標識に関しては各市町村の火災予防条例、同施行規則に合致したものを御使用ください。

（表） （裏）

【K】メラミン鉄板製 ￥2,500 【KE】硬質樹脂板製 ￥2,400 【Kス】ステッカー製 ￥2,000

白・黄・赤・青・橙

メラミン鉄板 無地

●300×600㎜

硬 質 樹 脂 板  無地

●300×600㎜

K21↑ K22↑ K28↑ K29↑ K30↑

K31↑ K32↑ K33↑ K34↑ K35↑

K90↑ K91↑ K92↑

K61↑ K62↑ K63↑

K93↑ K102↑

K100↑ K101↑ K50↑ K66↑ K67↑

K64↑ K65↑ K68↑

K36↑

K55↑

K37（A）↑ K37（B）↑ K44↑ K45↑

K56↑ K38（A）↑

K46（B）↑ K47（B）↑

S18↑ 100×300㎜ ￥930

S15↑ 255×320㎜ ￥4,200

S16↑ 250×500㎜ ￥4,100

（硬質樹脂製）
サウナ室の標識

S17↑ 150×300㎜
￥4,400

S18T↑ 100×300㎜ ￥930

K38（B）↑ K38（C）↑

S7B（鉄板製）
SE7B（硬質樹脂製）

↑ S7C（鉄板製）
SE7C（硬質樹脂製）

↑ S7CT（鉄板製）
SE7CT（硬質樹脂製）

↑

S8（鉄板製）
SE8（硬質樹脂製）

↑ S7（鉄板製）
SE7（硬質樹脂製）

↑

S9B（鉄板製）
SE9B（硬質樹脂製）

↑ S9C（鉄板製）
SE9C（硬質樹脂製）

↑ S14（鉄板製）
SE14（硬質樹脂製）

↑

S30T（鉄板製）
SE30T（硬質樹脂製）

↑

S13B（鉄板製）
SE13B（硬質樹脂製）

↑ S13BT（鉄板製）
SE13BT（硬質樹脂製）

↑ S11（鉄板製）
SE11（硬質樹脂製）

↑

S19（鉄板製）
SE19（硬質樹脂製）

↑￥2,200
￥2,400

￥2,200
￥2,400

￥2,200
￥2,400

￥2,200
￥2,400

￥2,200
￥2,600

￥2,200
￥2,400

￥2,000
￥2,200

￥2,000
￥2,600

￥2,200
￥2,000

￥2,200
￥2,000

￥2,200
￥2,000

￥2,200
￥2,000

￥2,500
￥2,300

危険物標識  
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【ステンK】ステンレス製 ￥13,000サイズ：600×300㎜（厚み0.5㎜）

サイズ：300×600㎜（厚み0.5㎜）

危険物標識（ステンレス製）  
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材 質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）
サイズ：300×225㎜

材 質：エコポリエステル硬質板製
サイズ：120×30㎜ ￥280

（材 質：エコポリエステル硬質板製）

（材 質：蓄光硬質板製） サイズ：120×360㎜ ￥2,100

サイズ：120×360㎜ ￥760 サイズ：100×300㎜ ￥660

サイズ：300×100㎜ ￥660

サイズ：150×50㎜ ￥300
サイズ：240×70㎜ ￥540

材 質：（蓄光硬質板製）
サイズ：300×250㎜

300×225×2㎜ ￥1,400

≪吊下げ用≫両面表印刷（穴2ヶ所）

E22 E25 EA22 EA25

E23 E26 EA23 EA26

E-45 E-45B

300×250×1.5㎜ ￥5,000EA-45 EA-45B

450×300×1.5㎜ ￥8,800EA-46 EA-46B

450×300×2㎜ ￥2,500E-46 E-46B

E24

E40

E4

EA7 EA8 EA9

E7 E8 E9

E 5↑

E10↑

E12↑

E13↑

E14↑

E15↑

E16↑

E17↑

E210↑

E229↑

E212↑

E213↑

E214↑

E216↑

E222↑

E221↑

E219↑

E218↑

E223↑

E224↑

E225↑

E226↑

E227↑

E11↑

E21↑

E 6↑

E200 E203 E204 E41 E201 E205 E206 E150 E202 E207 E208

E27 EA24 EA27

●
硬
質
樹
脂
板
製

●
蓄
光
硬
質
板
製

￥900 ￥3,500

消防・一般標識  
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テトロンステッカー製
（強粘着タイプ）

塩ビステッカー製
（平滑面へ貼る場合）

EA42 150×400㎜ EB42 150×400㎜

EA42（B） 150×400㎜

EA42（C） 100×300㎜

（日本住宅公団標準仕様）
EB42（B） 150×400㎜

EB42（C） 100×300㎜

（日本住宅公団標準仕様）

吹付用ステンシール（ステンレス製）規格品です

吹付ES42
板サイズ 320×450㎜　文面サイズ 125×350㎜

吹付ES42（B）
板サイズ 320×450㎜　文面サイズ 125×350㎜

（日本住宅公団標準仕様）

材質・硬質樹脂製

S60 182×257㎜

サイズ：300×100㎜

メラミン焼付鉄板製
名 札 用 白 板 １ 枚 付

●名札差込式

差込1 差込2 差込3 差込4 差込5 差込6 差込8 差込10 差込54
（無地）

副  正

火
元
責
任
者

火
元
責
任
者

火
元
取
締

責

任

者

防
火
管
理
者

取

扱

責

任

者

火
元
取
扱

責

任

者

副  正 副  正

火
元
取
締

責

任

者

火
元
取
扱

責

任

者

サイズ：50×150㎜・蓄光硬質板製 サイズ：40×120㎜・蓄光硬質板製

E301 E302 E303

E304 E305 E306 E307 E308

E310 E311 E312 E313 E314

E309

E401 E402 E403 E404 E405

E406 E407 E408 E409 E410

E411 E412 E413 E414

SAVE  WATER

節水に　　　

ご協力下さい

節
水
に

ご
協
力
下
さ
い

SAVE ENERGY

節電に　　　

ご協力下さい

SAVE GAS

節燃に　　　

ご協力下さい

節
電
に

ご
協
力
下
さ
い

使
用
後
は
元
栓

を
締
め
ま
し
ょ
う

使
用
後
は

消
灯
し
ま
し
ょ
う

不
用
な
場
所
は

切
り
ま
し
ょ
う

SAVE
ENERGY

省エネ

暖房

18℃

節

水

節

電

省
エ
ネ
推
進

節

燃

使
用
後
は

切
り
ま
し
ょ
う

排

煙

口

火
の
元
、戸
締
ま
り
、

ガ
ス
の
元
お
や
す
み

前
に
も
う
一
度

非
常
口
は

確
か
め
ま

し
ょ
う

寝
タ
バ
コ

に
注
意
し

ま
し
ょ
う

地
震
だ
！！

　火
を
消
せ

排
煙
レ
バ
ー

排

煙

窓

火
災
の
時
は
引
く

非

常

灯

シ
ャ
ッ
タ
ー
釦

非
常
ボ
タ
ン

火の元、戸締まり、

ガスの元おやすみ
前にもう一度

非常口は
確めましょう

寝タバコ

に注意し

ましょう
排 煙 口

品名 サイズ（㎜） 価格（円）
EA42・EA42（B） 150×400

600EA42（C） 100×300
EB42・EB42（B） 150×400
EB42（C） 150×300 500
吹付ES42・ES42（B） 320×450 28,000
消防隊進入口・A 200三角 700

品名 サイズ（㎜） 価格（円）
消防隊進入口・B

200三角
800

消防隊進入口・AA
2,000消防隊進入口・BB

S60 182×257 1,200
責任者札

（1・2・3・4・5・6・8・10・
54）

300×100 1,600

品名 サイズ（㎜） 価格（円）
E301～314 50×150 400
E401～414 40×120 350

（建築基準法126条・
　　建設省告示1831号に依る）

（建築基準法126条・国土交通省告示1831号に依る）

赤色反射シート製（エコノミータイプ）

この付近に
物を置かな
いで下さい。

200㎜（  三角  ）

この付近に
物を置かな
いで下さい。

200㎜（  三角  ）

消防隊進入口 .A

（屋内より貼付）

消防隊進入口 .B

（屋外より貼付）

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品

赤色反射シート製（工業会認証品）

消防隊進入口 .AA

（屋内より貼付）

消防隊進入口 .BB

（屋外より貼付）

（認証シール）

20
0㎜

20
0㎜

隣戸避難標識 消防隊進入口標識

責任者札

隣戸避難標識・消防隊進入口標識・責任者札  

省エネ標識・防災標識  


