
危険物標識板
スチールタイプ（＝S）とラミプレートタイプ（＝R）がありますのでお選び下さい。

（S）KHT-1M
（R）KHT-1R

（S）KHT-2M
（R）KHT-2R

（S）KHT-3M
（R）KHT-3R

（S）KHT-4M
（R）KHT-4R

（S）KHT-6M
（R）KHT-6R

（S）KHT-7M
（R）KHT-7R

（S）KHT-8M
（R）KHT-8R

（S）KHT-10M
（R）KHT-10R

（S）KHT-11M
（R）KHT-11R

（S）KHT-12M
（R）KHT-12R

（S）KHT-13M
（R）KHT-13R

（S）KHT-32M
（R）KHT-32R

（S）KHT-16M
（R）KHT-16R

（S）KHT-21M
（R）KHT-21R

（S）KHT-18M
（R）KHT-18R

（S）KHT-25M
（R）KHT-25R

■サイズ /300×600mm

（S）スチールタイプ
（R）ラミプレートタイプ

材質・加工
0.4ｔ鋼板 +明治山曲げ加工
1.0ｔ樹脂板 +熱圧着

穴 内枠線
φ3.5×4
穴なし

なし
あり

★スチールタイプの曲げ加工が「明治山曲げ」に変更となりました。
★耐腐食性にすぐれた「ステンレス製」タイプも承ります。

（A）鉄製
（B）SUS 製

アングル T3（A）/（B） アングル T2（A）/（B）

アングル Y3（A）/（B） アングル Y2（A）/（B）

消防･危険物標識板
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有機溶剤標識板

（S）KHY-1M 
（R）KHY-1R

（S）KHY-3M 
（R）KHY-3R

（S）KHY-8M 
（R）KHY-8R

（S）KHY-10M
（R）KHY-10R

（S）KHY-18M
（R）KHY-18R

（S）KHY-27M
（R）KHY-27R

（S）KHY-30M
（R）KHY-30R

（S）KHY-31M
（R）KHY-31R

（S）KHY-39M
（R）KHY-39R

（S）KHY-40M
（R）KHY-40R

（S）KHY-32M
（R）KHY-32R

（S）KHY-38M
（R）KHY-38R

（S）KHY-12M
（R）KHY-12R

（S）KHY-16M
（R）KHY-16R

有機 2B 有機 3C 有機 4D

掲示サイズ＝W1500×H400×ｔ1.0 ㎜　（W750×H400mmの 2分割で 1セットです）
硬質塩ビ樹脂製プレート　表面印刷加工品　2分割それぞれにφ3㎜穴×4箇所・計 8箇所穴

有機溶剤中毒予防規則標識（改訂有規則による）

（S）スチールタイプ
（R）ラミプレートタイプ

材質・加工
0.4ｔ鋼板 +明治山曲げ加工
1.0ｔ樹脂板 +熱圧着

穴 内枠線
φ3.5×4
穴なし

なし
あり

■サイズ /300×600mm
40
0

750 750

有機 1A

PE 発泡体両面テープ
（30mm幅×10ｍ）
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危険有害物･毒劇物表示

GHS-1
（大）（中）（小）

GHS-2
（大）（中）（小）

GHS-3
（大）（中）（小）

GHS-4
（大）（中）（小）

GHS-6
（大）（中）（小）

GHS-7
（大）（中）（小）

GHS-8
（大）（中）（小）

GHS-9
（大）（中）（小）

GHS-5
（大）（中）（小）

◆サイズ（A）

（大）1 辺 150 ㎜
（中）1 辺   70 ㎜
（小）1 辺   40 ㎜

◆5 枚 /1 組
◆蒸着 PET ステッカー

毒劇物標識

運搬車両用標識板

GHS 絵表示ラベル JIS Z7253　GHS（化学品の分類および表示に関する
世界調和システム）に基づく危険有害性を表す絵表示

A

GDT-1MGDY-1M GDY-2M GDT-2M

GDT-1RGDY-1R GDY-2R GDT-2R

300×300 ㎜

W135×H70 ㎜　10 枚組 1 セット
裏面粘着付ステッカー（オレフィン系樹脂製）

ステッカーと軟質樹脂マグネットの
2 タイプがあります

貼 P-6
P-6M

（塩ビ製ステッカー）
（樹脂マグネット）

貼 80（10 枚 /1 組） 貼 81（10 枚 /1 組）

◆ スチール板タイプ（GDY-1M ～ GDT2M）

0.4 ㎜厚鋼板製　（高さ 4 ㎜明治山曲げ加工品）
300×600 ㎜　φ3.5×4 箇所穴

◆ 樹脂板タイプ（GDY-1R ～ GDT2R）

◆ ステッカー（貼 80・貼 81）

硬質塩ビ樹脂製　（表面ラミネート圧着加工）
300×600×1.0 ㎜　穴なし

危険有害性の分類の判定基準については、最新版の
GHS 資料等をご参照下さい。

国連モデル規則に沿った輸送用絵表示ラベルや、
製剤特定名等の各項目を含む GHS 対応ラベルの
製作対応もいたします。表記内容はご指示下さい。

（放射性物質は関連頁 P.111 ～）
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消防水利標識 （支柱用）

支柱取付用金具

（危険物規制に関する政令・消防法施行規則等規格品）

φ10 穴上下 2 箇所穴付き　（t1.0 ㎜鋼板　山型曲げ加工品）

平リブ式（t1.2 ㎜アルミ製　山型曲げ + 反射シート仕様）　　

消防 575B 消防 600A

埋め込み式 標識支柱（角・丸）

角ポール

角ポール □50mm （ボルト用取付穴付）

丸ポール φ60.5mm （丸穴片面用取付金具付※）

（※両面取付用の金具は別売となります）

丸ポール

角柱 -2500　□50mm× 長さ 2,500mm
角柱 -3000　□50mm× 長さ 3,000mm

丸ポール 630-1　φ60.5× 長さ 3,000mm
丸ポール 635-1　φ60.5× 長さ 3,600mm

φ575mm

φ600mm φ600mm φ600mm

φ575mm φ600mm

消防 575A

消防 600C 消防 600D消防 600B

スチール製
上下穴付き

アルミ製
平リブ式

金具 50上下穴付き用

上下穴付き用

金具 500K-S

金具 500K-W
平リブ標識用

平リブ標識用

両面式バンド

片面 /両面兼用ボルト

片面式バンド

両面式バンド

片面式バンド

両面式バンド

片面式バンド

金具 60S

金具 605U-S

金具 60W

金具 65U-W

角ポール
50 角用

丸ポール
φ60.5 用



消防 -1A

消防 -2A

消防 -4A 消防 -4B

消防 -5A 消防 -5B

消防水利標識 （壁面掲出用）

4 箇所穴（上下φ8/ 左右φ4）
t0.8 ㎜スチール製　φ400 ㎜

消防 400A 消防 400B

消防 /防火用標識

市町村の条例によって、定める表示内容が
異なる場合があります。
設置基準については、各自治体の消防局や
所轄消防署へお問い合わせ下さい。

硬質塩ビ樹脂製プレート　500×250×t1.0mm

JA-140（L）（S） JA-142（L）（S）

JA-144（L）（S） JA-145（L）（S）

JA-150 JA-151 JA-153

JA-143（L）（S）

JA-140 ～ JA145
■サイズ
（L）300mm角
（S）225mm角

※φ3 穴×４

JA-150 ～ JA153
■サイズ：180×450×1.0mm

※φ3 穴×４

防火標識板　硬質塩ビ製　t1.0mm

消防 -2B


