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バリケードテープ
トラテープ
きけん立入禁止テープ（非粘着テープ）
粘着剤の付いていない、立入警告表示のためのバリケード用テープです。

60 ㎜幅 ×50ｍ巻
エンドレス印刷で文字が表記
されたバリケードテープです。
非粘着タイプとなっており、
単管や柵などにテープ端部を
結び付けて使用します。

トラテープ（無反射）らせん状に貼り付け使用する一本縞の A タイプと

まっすぐ貼り付ける斜め縞の B タイプがあります。

A

塩ビ樹脂製 /10ｍ巻（台紙なし）

B
A

（巻き付ければトラ柄）
B

A: 平行縞
大：90mm

小：45mm

注意喚起のためのビニール製粘着テープです。
2 種類のサイズとタイプ A/B をお選び下さい。

トラテープ -A（大・小）
トラテープ -B（大・小）
（大：90 ㎜ ×10ｍ巻 / 小：45mm×10ｍ巻）

（トラ柄のまま貼る）

B: 斜め縞

反射トラテープ
暗所や夜間の安全表示に効果を発揮するガラスビーズ封入型再帰反射テープです。

PET フィルム製 / 再帰反射
各幅 ×10ｍ巻（台紙つき）

（幅：45 ㎜ /90 ㎜ /150 ㎜）
足場・階段や作業所構内、
ガードレール・駐車場など
車両用危険表示に。
光をどちらから宛てても、光源の
方向へ正確に反射するので、夜間
のわずかな光にも鮮明な黄色に
光り輝いて、良く目立ちます。
反射トラテープは
いずれも斜め縞です

反射トラテープ -45
反射トラテープ -90
反射トラテープ -150

45 ㎜ ×10ｍ巻
90 ㎜ ×10ｍ巻
150 ㎜ ×10ｍ巻
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その他マーキングテープ
反射タイプ安全マーキングテープ
JISZ9103 に基づく「安全」
「禁止・防火」
「指示」を示す安全色と対比色
（白）によるストライプ柄の反射マーキングテープです。
平滑な床面・壁面に貼り付けて位置や区画を明示します。
「安全状態」を表示
安全色：緑
対比色：白
TR3-E
（緑 / 白）45mm 幅 ×10ｍ

TR3-F
（緑 / 白）90mm 幅 ×10ｍ

「禁止区域」または
「防火設備の位置」
安全色：緑
対比色：白
TR3-H
（赤 / 白）45mm 幅 ×10ｍ

TR3-I
（赤 / 白）90mm 幅 ×10ｍ

「指示」を表示
安全色：緑
対比色：白
TR3-K
（青 / 白）45mm 幅 ×10ｍ

TR3-L
（青 / 白）90mm 幅 ×10ｍ

トラ粘着シート幅広タイプ（無反射） 290mm/440mm
広範囲への貼付に適した幅広のトラ（黄黒）柄の粘着シートです。
セパレータ（裏紙）が付いていますので、カッターやハサミなどで必要な
形状に合わせてカットしてから、貼り付ける事ができます。
（粘着付・塩化ビニール製シート）
厚さ 0.2 ㎜
TR2-D
290mm×20ｍ巻
TR2-E
440mm×20ｍ巻

50 50

50 50

トラクッションほか
コーナークッション
危険表示と保護クッションのダブル安全効果を発揮
◆トンネルやガード、駐車場に
◆工事現場や工場・倉庫に
◆ビル･マンションの階段や柱に
ハサミやカッターで
必要なサイズ・形へ
カットも容易です

クッション部
粘着剤
セパレータ（台紙）

トラクッション－Ｎ（無反射普及型）
厚手の８㎜ウレタンフォームを用いた
衝撃吸収性の高いトラクッションです
表面：塩ビ製フィルム
クッション：発泡ウレタン
厚み 8 ㎜ + 粘着テープ
長さ：2ｍ

トラクッション -N

100 幅

100 ㎜幅 × 長さ 2ｍ× 厚さ 8ｍｍ

トラクッション -N

200 幅

200 ㎜幅 × 長さ 2ｍ× 厚さ 8ｍｍ

※ウレタンクッションの反発力がありますので、対象物の粘着適性や折り曲げ角度によっては剥がれ
が生じる場合があります。必要に応じて下地処理や補強、裏面切れ込み加工などを施して下さい。

反射トラクッション（ガラスビーズ封入）
夜間や暗所、車両の通行する箇所にも適した
再帰反射タイプのトラクッションです
表面：PET 製反射フィルム
クッション：EPDM+
ブチルゴム混和物の発泡体
厚み 5 ㎜ + 粘着テープ
長さ：2ｍ

反射トラクッション

100 幅

100 ㎜幅 × 長さ 2ｍ× 厚さ 5ｍｍ

反射トラクッション

200 幅

200 ㎜幅 × 長さ 2ｍ× 厚さ 5ｍｍ
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ニトリルゴム製コーナーガード
厚みと美観に優れたソフトな素材がコーナーにフィット
厚みと柔軟性に富んだ 34 ～ 44 ㎜幅のコンパクトなクッション素材は
ドア枠、階段の天井部、機器や作業テーブルなど幅のせまいコーナー部
にも取り付けやすく、構内作業空間の安全向上に広く活用できます。
ニトリルゴムの発泡体ですので、おもに屋内･構内での使用に最適です。
■サイズ / M-TR（M)：約 34×34×900 ㎜・L-TR
（L）
：約 44×44×900 ㎜
■材 質 / NBR（ニトリルゴム）
発泡体
（無反射仕様）（屋内用粘着テープ付き）
品 番
コーナーガード Ｍ－ＴＲ
コーナーガード Ｌ－ＴＲ

A
34
44

B
12
16

※材質の関係上、若干の寸法誤差が生じます。
断面図

長さ
900
（mm）

B
A

隙間へのホコリや水の
侵入を防止するための
出っ張りがあります。

B

フレキシブルプロテクター
厚みと柔軟性のある素材が
曲面にも直角部にもフィット
谷付きのフレキシブルな構造を備えた
軟質ポリエチレン製のプロテクターは
常設箇所への美観性にも優れます。
ビスでの固定のほか、
別売オプション
のスプリング
（25 ㎜・50 ㎜）
、
または
テンションコード等を用いて、
円周に
締めつけて固定する事も可能です。
フレキシブルプロテクター：G-CP-04

50mm 単位で必要な長さ
にカットして調整します。

（幅 200mm× 全長 600mm/27mm 厚）

取付穴はドライバー等で
開けることができます。

200

27

50

600

コンクリート用ビスなど
で直接壁面に固定します。
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反射コーナーガード
独自の V 溝加工で、H 鋼や
各種コーナー部も容易にカバー
3 箇所の折り曲げ用スリットを設けているため
L 字だけでなくコの字箇所の対象物へも取付を
容易にしたコーナー用の反射クッションです。
中央の 140mm クッション部分
（非粘着）
を覆う
240mm 幅のストライプ柄反射シートの裏面は
アルミ箔を基材にした粘着シートになっており、
対象物の形状になじみやすく強力に粘着します。
品名
反射コーナーガード

2ｍ- 黄黒

色

全長
2ｍ

240mm（反射部）

幅・仕様

反射コーナーガード

6ｍ- 黄黒

6ｍ

（クッション 140mm）

※緑白は受注生産品となりましたので、
別途お問い合わせ下さい。
PE 発泡体

反射シート

セパレータ
（台紙）

アルミ粘着シート

粘着部は両端の 50 ㎜

50

42

12 10 12 20 12

32

50

140
240

H 鋼（コの字コーナー※）

L 字コーナー

R コーナー

※どの溝の部分で曲げるかによって、広範囲の鋼板厚みにもフィットさせることができます。

取り付け簡単。パイプ・単管用保護カバークッション

トラパイプ
保温･保冷･耐水性にも優れる 危険表示とクッションによる保護機能を備えた、
パイプ用の筒型各種サイズ保護カバーです。
切れ込み部分から素早く簡単に取り付け可能で、
フラップ部は台紙をはがせば粘着剤付きのため
切れ込み部をしっかり閉じることができます。
カッターナイフ等で容易にカットも可能です。

トラパイプ：T-13 / T-40 / T-50
塩ビ製フィルム
内径
（切れ込み）
PE 発泡体
（非粘着）

取付対象によって右記の 3 種から
サイズをお選び下さい。

型式

内径

外径

T-13
T-40
T-50

18mm

38mm

49mm

69mm

61mm

81mm

長さ

1ｍ

外径

粘着付フラップ

