
※市町村ごとに表示の基準規格が異なる場合があります。
記載の表記以外やその他のサイズは製作品でも対応いたします。

裏印刷とは、透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せず
に封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。
特にアクリル製 DX タイプは 4 辺の面取り加工によって高級感があり、屋外での
耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。

A：赤塩ビ板＋表面にカッティング
B：赤アクリル板＋表面にカッティング

C：透明アクリル +裏面から彫刻表記

D：印刷加工（スクリーン /デジタル）

消防 / 設備 / 室名標識板

※類似する表記が複数ありますので、「品番」でご指定ねがいます。

■ M 型標識（M 版）シリーズ　消防設備標識板
●W300×H100 ㎜　裏面テープ付き

　塩ビ樹脂製 標準タイプ：M1 ～ M24  （透明塩ビ裏印刷）
　アクリル製  DX タイプ：MDX1 ～ MDX24 （透明アクリル裏印刷）

別注製作品のタイプを目的によってお選びいただけます

仕様や質感は標準既製品とは異なるものに
なりますが、納期が迅速で書体も自由です。

透明アクリルの内側に表記され、1 枚からの
製作にも適します。書体は丸ゴシック調です。

小ロット･多品種ほど割高になり、納期も少し
長めですが、標準品と同様に加工できます。

■ 送水口アクリルカバー（破壊板）

※受注生産のため納期が数日かかります。

厚さ 2.0mm アクリル製 / 赤色

外径と内径をご指定下さい。

（
内
径
）

外
径
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表面透明アクリルの高級感は建物内の美観を損ないません

JA-103（L）（S） JA-104（L）（S）

危 G13

危 G6

● W300×H100×1.0 ㎜
● 塩ビ樹脂製 /表面印刷

● W120×H225×1.0 ㎜
● 塩ビ樹脂製 /表面印刷

● （L= 大）W300×H450×1.0 ㎜
● （S= 小）W225×H300×1.0 ㎜
● 塩ビ樹脂製 φ3×4 穴

FS18 FS21FS20 FS19

危 A3 危 B3 危 C3

FS22 FS23 FS24 FS25

室名 A1

室名 A2

室名 A4 室名 A5

室名 A3

■ 室名標識板

■ 電気設備関係標識

透明アクリル裏印刷
4 辺面取加工・裏面テープ付き

●W300×H100 ㎜

●W300×H150 ㎜　硬質塩ビ 1.0ｔ　（ラミネート圧着加工品）

●W400×H300 ㎜　硬質塩ビ 1.0ｔ　（表面印刷加工品）

●W450×H300 ㎜　硬質塩ビ 1.0ｔ （ラミネート圧着加工品）
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ステッカータイプ　「高輝度」蓄光式誘導標識（壁面用）

こちらの製品は「壁面用」ステッカータイプの「高輝度」認定品です。
丈夫でコシのあるPET製ステッカーのため容易に美しく貼り付けが可能です。

認定番号HP-042 号（C200 級）
認定番号HP-046 号（A200/A50 級）※
認定番号HP-038 号（S200/S50 級）※
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★SN805
★ASN805 ★ASN860 ★ASN815
★SSN405 ★SSN460 ★SSN415

★SN815 ★SN835

★SN804

★ASN804

★SN-801 ★SN-802 ★SN-803

■ 避難口誘導標識　360×120×ｔ0.6mm 

■ 避難口誘導標識　

★ASN961 ★ASN962 ★ASN963

★SSN561 ★SSN562 ★SSN563

★ASN951 ★ASN952 ★ASN953

★SSN551 ★SSN552 ★SSN553

★SN901 ★SN902 ★SN903

★ASN901 ★ASN902 ★ASN903

120mm角

150mm角

■ 通路誘導標識　300×100×ｔ0.6mm

避難・誘導標識
（★＝高輝度蓄光タイプ / ☆＝中輝度蓄光タイプ / ◆＝基準や認定に該当しない蓄光品）

120mm角 150mm角 200mm角 300mm角

消防用設備認定品　
αフラッシュシリーズ 　0.6mm 厚

※「一つの同じ製品」が 200級と 50級「両方」の認定を取得している事を指します。



ステッカータイプ 「中輝度」蓄光式の認定品です。

壁面取付用金具

※ビスは付属していません

天井取付 L 型金具

避難誘導のためのサポート品として役立つ高輝度タイプの蓄光テープです。
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☆TSN804

☆TSN801 ☆TSN802 ☆TSN803

☆TSN901 ☆TSN902 ☆TSN903

☆TSN961 ☆TSN962 ☆TSN963

ステッカータイプ　「中輝度」蓄光式誘導標識（壁面用）

ステッカー貼付用アルミ製プレート（ステッカー貼付が困難な場所に使用）

■ 避難口誘導標識　360×120×ｔ0.35mm 

■ 通路誘導標識　360×120×ｔ0.35mm 

120ｍｍ角

■ 避難口誘導標識　

KAP1030
【300×100mm 角用】
W324×H110mm

（φ5mm×4 穴※）

TAP1515
【150mm 角用】
W150×H180mm

TAP2020
【200mm 角用】
W200×H230mm

（曲げしろ 30ｍｍ　φ5mm×2 穴※）

高輝度蓄光テープ

■ 材質/PET製　■ 厚み/0.33㎜

FLA-1001
FLA-2001
FLA-1005
FLA-2005
FLA-255
FLA-251

10㎜幅
20㎜幅
10㎜幅
20㎜幅
25㎜幅
25㎜幅

1ｍ/巻

5ｍ/巻

10ｍ/巻

品番 テープ幅 巻き長さ

※床面にお使いの際は保護用のオーバーラミネートフィルムを併用して下さい。
●FLAO-552　（25 ㎜幅用 PPT フィルム）＝50 ㎜幅 ×5.2ｍ/ 巻

☆TSN805
120mm角

☆TSN860
150mm角

☆TSN815
200mm角

中輝度

t0.35mm



消防用設備「中輝度蓄光式誘導標識」　（認定票付）

※このステッカー標識は床面用です。

これらの製品は暗所発光しない「無蓄光」です。
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☆中輝度蓄光式誘導標識板（壁面用プレートタイプ）

※中輝度製品のため、高輝度タイプを必要とする場所などには設置できません。

（避難口） 
蓄光 FA801 ～蓄光 FA804：360×120×t1.2mm

（通路誘導）蓄光 FA701 ～蓄光 FA703：300×100×t1.2mm

☆蓄光 FA801

☆蓄光 FA802 ☆蓄光 FA803 ☆蓄光 FA804

☆蓄光 FA701 ☆蓄光 FA702 ☆蓄光 FA703

☆床面用 中輝度蓄光式誘導標識（ステッカータイプ）

誘導標識板（壁面用プレートタイプ）

FA-301

FA-307

FA-304

FA-306FA-305

FA-303FA-302

FA-901 FA-902 FA-903

（360×120 ㎜）

（360×120 ㎜）

（360×120 ㎜）

（300×100 ㎜）

硬質塩ビ板製　ラミネート加工品
FA-301 ～ FA-307：W360×H120×t1.0mm
FA-901 ～ FA-903：W300×H100×t1.0mm

蓄光性硬質塩ビ板製　 片面印刷

PET 製蓄光ステッカー
（300×300mm）

＋
塩ビ製透明ラミネート

（350×350mm）

☆床 11 ☆床 12 ☆床 13

☆床 14 ☆床 15 ☆床 16

プレートタイプの製品の裏面に粘着剤は
付いておりません。
一般用両面テープや壁面に合った粗面用
両面テープ等で接着して下さい。

認定番号：NP-009
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FR401

FR404

◆FR301

◆FR304

☆FR1001

90mm角

150mm角

☆FR1003 ☆FR1004

☆FR1005 ☆FR1006

☆FR1002
90×250 ㎜

250×90 ㎜

FR402

FR405

◆FR302

FR403

FR406

◆FR303

避難器具 -P10A 避難器具 -P11A

（表面） （裏面）

避難器具標識

蓄光式消火器標識

消防隊進入用 三角マーク バルコニー避難ステッカー

■サイズ　W360×H120×t1.0mm　■ 硬質塩ビ製・片面印刷

■サイズ　W360×H120×t1.0mm　■ 硬質塩ビ製・蓄光 + 片面印刷

※FR301 ～ 304 は暗所で数分間光る蓄光タイプです。
（中輝度や高輝度の蓄光スペックを満たすものではありません）

■ 1 辺 200ｍｍ三角形・赤反射
「進 A」　表側粘着タイプ（屋内から貼る）
「進 B」　裏側粘着タイプ（屋外から貼る）

「避難 A」
■ 350×160mm　10 枚 / 組
■塩ビ製ステッカー

「JIS Z8210 案内用図記号」を用いた、中輝度蓄光タイプの消火器標識です。
日本人・外国人いずれにも、消火器の所在を見やすく分かりやすく明示します。

日本消防標識工業会推奨
品質合格品シール付き



平付表示用　片面印刷タイプ

突き出し表示　両面印刷タイプ

消火器具標識板
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FR501

◆FR601

FR705

◆FR804 ◆FR805 ◆FR806

FR706 

FR701 FR703

FR704FR702

◆FR801 ◆FR802

◆FR602 ◆FR603 ◆FR604 ◆FR605 ◆FR609

◆FR606

◆FR607

◆FR608

FR502 FR503 FR504 FR505

FR506

FR507

FR508

JA-413JA-405 JA-411 JA-414

JA-418 JA-419

硬質塩ビ製　1.0ｔ（無蓄光）/スクリーン印刷

硬質塩ビ製 /片面スクリーン印刷　80×240×1.0mm

硬質塩ビ製 /片面スクリーン印刷　80×240×1.0mm

硬質塩ビ製 /両面スクリーン印刷　240×80×1.0mm
曲げしろ 30mm幅・φ3×２穴

曲げしろ 30mm幅・φ3×２穴

硬質塩ビ製 /両面スクリーン印刷　240×80×1.0mm

■サイズ /W300×H225×1.0ｍｍ

■サイズ /W225×H300×1.0ｍｍ

■サイズ /W225×H300×1.0ｍｍ

（曲げしろ　30ｍｍ　/φ3mm穴×３箇所）

（φ3mm穴×4箇所）

JA-405・JA-411

JA-413・JA-414

JA-418・JA-419

無蓄光・平付タイプ：FR501 ～ FR508

蓄光・平付タイプ：FR601 ～ FR608

無蓄光・突き出しタイプ：FR701 ～ FR706

蓄光・突き出しタイプ：FR801 ～ FR802

JIS 安全標識タイプ
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消火器置場ステッカー

消火器 C（大） 消火器 C（小） ◆消火器 D（小）◆消火器 D（大）

2
4

0

80

3
0

0

100

2
4

0

80

3
0

0

100

材質：ユポ製粘着ステッカー　（10 枚１組）

貼 38

貼 48

貼 100

W360×H90mm 　10 枚組
W80×H240mm 　10 枚組
W90×H360mm 　10 枚組

貼 38：
貼 48：
貼 100：

●無蓄光タイプ ●蓄光タイプ
（文字が暗所で数分間、残光します）

壁面突出し２面表示タイプ 硬質塩ビ製・両面テープ付き

受台：H57×W205×D219・全高：716mm 

折り曲げ標識　PET 樹脂製　6-φ3 穴（両面テープ付）

JA-701

300

30 30200 200

設置場所に合わせて角度調節が自在

消火器簡易スタンド「エコベース N」

消火器使用法プレート

t0.5mm（壁面専用） t1.0mm

250×215 ㎜

「TCF-C1」 「使用法 2」
「エコベース N」

塩ビ樹脂製プレート・片面印刷品


