
最上級クラス S50級(兼100・200) と A50級(兼100・200)

【カラオケ等個室型店舗】 照度50ルクスでA級認定品が使用できます。 ※光源はすべて白色蛍光灯の場合

【小規模店舗等】 照度350ルクスでA級、120ルクスでS級認定品が使用できます。
(避難口から最遠箇所までの歩行距離が30m以内の居室向けです)

【大規模・高層建物・地下街】 照度200ルクスでA級、 80ルクスでS級認定品が使用できます。

通路誘導標識

※採用実績は裏面をご覧下さい。

新発売 アルファ・フラッシュSSNシリーズ
改正消防法
適合製品

高輝度蓄光テープ(裏面) 「アルファ・フラッシュ009」 (光を発する帯状の標示)
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※厚さ、重さに関する表記については2010年10月当社調べによる 認定証(上記はS級、別途A級、C級もあります。)

貼るだけ ! かんたん! ステッカータイプ !

S50・100・200級 消防認定品
(HP-030号)

【S級認定証】

＊すべて壁用 S50・100・200級 A50・100・200級

避難口誘導標識 品番 価格 品番 価格

120mm角 SSN805 ¥17,500 ASN805 ¥7,800

140mm角 SSN850 ¥26,500 ASN850 ¥9,500

150mm角 SSN860 ¥27,000 ASN860 ¥9,800

200mm角 SSN815 ¥28,800 ASN815 ¥15,300

縦120mm×横360mm SSN804 ¥39,800 ASN804 ¥15,800

通路誘導標識 品番 価格 品番 価格

縦100mm×横300mm

SSN901

¥38,800

ASN901

¥11,800SSN902 ASN902

SSN903 ASN903

120mm角

SSN961

¥17,500

ASN961

¥7,800SSN962 ASN962

SSN963 ASN963

150mm角

SSN951

¥27,000

ASN951

¥9,800SSN952 ASN952

SSN953 ASN953

標識用プレート

品番 仕様 価格

KAP1212 4穴付・壁用ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ(120mm角用) ¥2,300

KAP1030 4穴付・壁用ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ(100×300mm用) ¥2,200

TAP1515 Ｌ字型2穴付・天井用ﾌﾟﾚｰﾄ(150mm角用) ¥2,500

TAP2020 Ｌ字型2穴付・天井用ﾌﾟﾚｰﾄ(200mm角用) ¥2,700

SSN805 SSN850 SSN860 SSN815
ASN805 ASN850 ASN860 ASN815

▲SSN804 ASN804

▲SSN961
ASN961
SSN951
ASN951

▲SSN901 ASN901

▲SSN902 ASN902

▲SSN903 ASN903

▲
▲

避難口誘導標識

▲SSN963
ASN963
SSN953
ASN953

SSN962
ASN962
SSN952
ASN952

▲

▲KAP1030 (KAP1212)▲TAP1515 TAP2020
天井用プレート使用例 壁用プレート使用例

A50･100･200級
(HP-027号)

高輝度蓄光式誘導標識 ＊安価なC200級もございます。

＊壁用プレートには標識の貼り付け方法の印刷が、 (＊価格はすべて税抜きです。)
天井用プレートには標識が貼り付けやすいように段差加工を施しております。



消防防災用設備機器性能評定（評１５-０２３号）消防庁のガイドラインで 「光を発する帯状の標示」 という法令用語にて定義されました。 （消防予第１７７号より）

特許証

品番 仕様 単位 価格(＊税抜きです)

AFBH009 押す シール 50×50㎜ 1枚 ¥380

AFBH010 引く シール 50×50㎜ 1枚 ¥380

AF0501T 幅5mm × 1m巻 1巻 ¥500

AF0501 幅5mm × 1m巻 3巻 ¥980

AF1001 幅10mm × 1m巻

1巻

¥680

AF1005 幅10mm × 5m巻 ¥3,400

AF1501 幅15mm × 1m巻 ¥880

AF1505 幅15mm × 5m巻 ¥4,400

AF2001 幅20mm × 1m巻 ¥1,360

AF2005 幅20mm × 5m巻 ¥6,800

AF2505 幅25mm × 5m巻 ¥7,800

AF5010 幅50mm × 10m巻 ¥28,300

OC2505(ｵｰﾊﾞｰｺｰﾄ) 幅50mm × 5.2m巻
1巻

¥3,200

OC5010(ｵｰﾊﾞｰｺｰﾄ) 幅75mm × 10.2m巻 ¥8,400

オーバーコートフィルム

はがれ防止。耐久性UPに！

明るい(最上レベル)

長い発光時間

強い表面強度（PETフィルム使用）

燃焼時無害（環境対応品）

優れた耐熱性（215℃と塩ビ製品の約2倍）

■総務省消防庁 ■法務省浦安総合センター ■文部科学省核融合施設 ■防衛省

■セブン・イレブン・ジャパン ■神戸市消防局 ■京都市役所 ■大阪市消防局

■新博多駅ビル ■JR東海 ■海上保安庁 ■小月海上自衛隊

■福岡市交通局 ■東京都交通局 ■名古屋市 ■岩国航空自衛隊

■国立天文台 ■国税局 ■ＪＡ会館 ■農林中央金庫

■関東電気保安協会 ■全日空整備株式会社 ■四国電力 ■シカゴ･ボストン鉄道車両内

■ドバイ空港鉄道 ■ワシントンダレス空港鉄道 ■台湾新幹線 ■横浜スカイビル

■名古屋工業大学 ■ヤクルト本社 ■周東総合病院 ■静岡共立クリニック

■イオン(奈良郡山SC 他) ■その他、カラオケ関係等の個室型店舗や小規模店舗様など様々な企業様でお使いいただいております。

※標識(別注標識含む)もしくはテープの採用実績施設の一部です。詳しくはメーカーホームページをご覧下さい。(敬称略)    

特許取得製品！
P-No.4130939

アルファ・フラッシュ009 (高輝度蓄光テープ)アルファ・フラッシュ

総務省消防庁に採用され、

堺市消防局の見え方実験で使用された

「信頼」の高輝度蓄光テープ

(※約10,000m)

堺市消防局(講堂)

堺市消防局(階段)

＊試験データ等はメーカーホームページ(http://www.ltic.co.jp/)をご覧ください。

【お問い合わせ先】

特 長

採 用 実 績

＊粘着付き

合同会社タイセイ企画　0263-50-9222


