
オススメ

オススメ

安全対策
反射・蛍光色で視覚に訴え注意喚起！　　鉄道関連・工場内・道路や駐車場など現場の安全対策に!！

商品特集

● 厚み…約 0.11 ～ 0.14mm　● 反射タイプ　● -14、-15、-44、-45 は約 45mm間隔のシマになっています。

● 厚み…0.3mm　● 粘着式　● 屋外対応　● 反射タイプ

● 厚み…0.44mm　● 粘着式　● 屋外対応　
● 材質…基材：ハイグロス、粘着剤：感圧接着

● 厚み…0.4mm　● 粘着式　● 屋外対応　● 反射タイプ　● シマの幅（-47、-48）…75mm

ハイレベル反射テープ

反射 光を反射させて輝く。衝突防止などの注意喚起に

蛍光反射テープ

・緑
【幅50ｍｍ×長さ9ｍ】

【幅25ｍｍ×長さ0.6ｍ】

【幅50ｍｍ×
 長さ9ｍ】

EA983G-41

税込価格 (8%) 7,560
円

円

7,000

品番

・白 EA983G-42品番

・赤 EA983G-43品番

・青 EA983G-44品番

・黄 EA983G-45品番

・橙 EA983G-46品番

価格

税込価格 (8%) 5,465
円

円

5,060

【幅25mm×
 長さ7.6ｍ】【幅50mm×

 長さ9ｍ】 EA983GR-1品番
価格

税込価格 (8%) 5,260
円

円

4,870

【幅50mm×
 長さ3ｍ】

EA983GR-2品番
価格

税込価格 (8%) 16,632
円

円

15,400
EA983G-49品番

価格

税込価格 (8%) 1,382
円

円

1,280

EA983GR-32品番

EA983GR-33品番

EA983GR-34品番

価格

税込価格 (8%) 9,526
円

円

8,820

・黄 /黒
EA983G-47品番

・赤 /白
EA983G-48品番

価格

・蛍光ライムイエロー

・蛍光シルバー

・蛍光レッド

反射テープ

● 厚み…0.33mm　● 粘着式　● 屋外対応　● 反射タイプ　
● シマの幅…152mm　● 材質…基材：ビニール、粘着剤：アクリル系

税込価格 (8%) 1,782円 円1,650

・赤 EA983GA-42品番

・黄 EA983GA-43品番

・白 EA983GA-46品番

・橙 EA983GA-47品番

価格

税込価格 (8%) 2,333円 円2,160

・黄 /黒 EA983GA-44品番

・赤 /白 EA983GA-45品番

価格 税込価格 (8%) 4,298円 円3,980

・黄 /黒 EA983G-14品番

・赤 /白 EA983G-15品番

価格

税込価格 (8%) 3,240円 円3,000

・赤 EA983G-12品番

・黄 EA983G-13品番

・白 EA983G-16品番

・橙 EA983G-17品番

価格

・緑【幅25mm×長さ9ｍ】
【幅50ｍｍ×長さ9ｍ】

EA983G-11品番

品番 幅（㎜） 長さ（m）厚み（㎜） 価格 税込価格
（8％）

EA983F-101 460 1 0.25 2,840円 3,067円
EA983F-103 460 3 0.25 8,500円 9,180円
EA983F-201 920 1 0.25 5,670円 6,124円
EA983F-203 920 3 0.25 17,000円 18,360円
EA983F-205 920 5 0.25 26,700円 28,836円

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA983FD-100 100 10 0.20 9,640円 10,411円
EA983FD-150 150 10 0.20 13,700円 14,796円
EA983FD-200 200 10 0.20 18,200円 19,656円

● つや有り

● 手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、
   交通・安全防災・危険表示などに
● 乾燥時間（指触）…20℃：約 15分、冬期：約 30分
● 塗り面積（1回塗り）…0.12 ～ 0.16ｍ²

イエロー ホワイト レッド

強力反射スプレー

● 反射タイプ　
● 材質…基材：PET、粘着剤：アクリル系

反射トラテープ

粗面用反射トラテープ

● 反射タイプ　● 粘着式（アクリル系）
● 材質…基材：アルミ（PETフィルム）
● 反射ガラスビーズ封入型　● シマの幅…90ｍｍ

反射トラテープ

● 粘着式 ( アクリル系 )　● 反射タイプ 　● シマの幅…90ｍｍ
● 材質…基材：PETフィルム、反射剤：ガラスビーズ　● 危険表示や注意喚起に

品番 カラー 内容量 価格 税込価格 
（8％）

EA942EY-1 イエロー 100㎖ 1,600円 1,728円
EA942EY-2 ホワイト 100㎖ 1,600円 1,728円
EA942EY-3 レッド 100㎖ 1,600円 1,728円

特選安全第一

お手頃
PRICE!

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 価格 税込価格 

（8％）

EA983F-26 50 10 0.12 600円 648円
EA983F-28 50 50 0.12 2,700円 2,916円

Reflective Tape & Spray



標準塗装仕様…下塗：白色油性塗料（1回）、上塗：本製品（2回）
油性ペイントの上に重ね塗り可能

● 乾燥時間（指触）…20℃：約 30分、冬期：約 1時間　
● 塗り面積（2回塗り）…1kg：2ｍ²、4kg：16ｍ²
● 標準塗装仕様…下塗：白色油性塗料（1回）、上塗：本製品（2回）
● 油性ペイントの上に重ね塗り可能

粘着式（剥離紙付）　 厚み…0.2ｍｍ　
材質…テープ基材：塩化ビニール、粘着剤：アクリル系
屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。
JIS 安全色一般的事項（JIS Z9103）に従って作られており、強い蛍光色は
　安全標識として絶大な効果を発揮します。
安全防災標示、交通標示、看板・ウィンドウ装飾、価格札等に。

● 粘着式（剥離紙付）　● 厚み…0.2ｍｍ　
● 材質…テープ基材：塩化ビニール、粘着剤：アクリル系
● 屋外で使用しても優れた耐久力を持っています。
● JIS 安全色一般的事項（JIS Z9103）に従って作られており、強い蛍光色は
　安全標識として絶大な効果を発揮します。
● 安全防災標示、交通標示、看板・ウィンドウ装飾、価格札等に。

JIS 安全色一般的事項（JIS Z9103）に従って作られており、強い蛍光色は
　安全標識として絶大な効果を発揮。
● JIS 安全色一般的事項（JIS Z9103）に従って作られており、強い蛍光色は
　安全標識として絶大な効果を発揮。

粘着式　 材質…基材：塩化ビニール、粘着剤：アクリル系
日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

● 粘着式　● 材質…基材：塩化ビニール、粘着剤：アクリル系
● 日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。 粘着式　 長期屋外対応　 シマの幅…35mm

基材：ビニール、粘着剤：アクリルウレタン系
蛍光色は同系普通色の約 2倍の視認性
太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。

● 粘着式　● 長期屋外対応　● シマの幅…35mm
● 基材：ビニール、粘着剤：アクリルウレタン系
● 蛍光色は同系普通色の約 2倍の視認性
● 太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。

マグネット式　 材質…表面：塩ビ、裏面：磁石
視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。

● マグネット式　● 材質…表面：塩ビ、裏面：磁石
● 視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。

蛍光 視認性バツグン！明るい場所や薄暗いところの安全対策に

蛍光マグネットシート

品番 サイズ（㎜） カラー 価格 税込価格 
（8％）

EA781BX-51 200×300 蛍光レッド 980円 1,058円
EA781BX-52 200×300 蛍光レモン 980円 1,058円

蛍光粘着シート

品番 サイズ（㎜） カラー 価格 税込価格 
（8％）

EA983GG-1 297×210
（A4サイズ）

蛍光
グリーン 500円 540円

EA983GG-2 297×210
（A4サイズ）

蛍光レモン
イエロー 500円 540円

EA983GG-3 297×210
（A4サイズ）

蛍光オレンジ
イエロー 500円 540円

EA983GG-4 297×210
（A4サイズ）

蛍光
オレンジ 500円 540円

EA983GG-5 297×210
（A4サイズ）

蛍光
レッド 500円 540円

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（μ） カラー 価格 税込価格 

（8％）

EA983GF-20G 20 30 356 グリーン 4,000円 4,320円
EA983GF-20L 20 30 356 レモン

イエロー 4,000円 4,320円

EA983GF-20Y 20 30 356 オレンジ
イエロー 4,000円 4,320円

EA983GF-20R 20 30 356 オレンジ 4,000円 4,320円
EA983GF-45G 45 30 356 グリーン 7,740円 8,359円
EA983GF-45L 45 30 356 レモン

イエロー 7,740円 8,359円

EA983GF-45Y 45 30 356 オレンジ
イエロー 7,740円 8,359円

EA983GF-45R 45 30 356 オレンジ 7,740円 8,359円
EA983GF-90G 90 9 356 グリーン 5,360円 5,789円
EA983GF-90L 90 9 356 レモン

イエロー 5,360円 5,789円

EA983GF-90Y 90 9 356 オレンジ
イエロー 5,360円 5,789円

EA983GF-90R 90 9 356 オレンジ 5,360円 5,789円

蛍光粘着テープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 色 価格 税込価格 

（8％）

EA983GJ-1 20 5 0.17 レッド 1,130円 1,220円
EA983GJ-2 20 5 0.17 レモン 1,130円 1,220円
EA983GJ-21 45 5 0.17 レッド 2,270円 2,452円
EA983GJ-22 45 5 0.17 レモン 2,270円 2,452円

蛍光トラテープ

品番 幅
（㎜）

長さ
（m）

厚み
（㎜） 色 価格 税込価格 

（8％）

EA983F-45L 45 5 0.38 蛍光
イエロー

3,700円 3,996円
EA983F-90L 90 5 0.38 7,400円 7,992円
EA983F-45R 45 5 0.38 蛍光

オレンジ
3,700円 3,996円

EA983F-90R 90 5 0.38 7,400円 7,992円

品番 カラー 内容量 価格 税込価格 
（8％）

EA942EW-21 レモン 1㎏ 14,400円 15,552円
EA942EW-22 イエロー 1㎏ 14,400円 15,552円
EA942EW-23 オレンジ 1㎏ 14,400円 15,552円
EA942EW-31 レモン 4㎏ 48,500円 52,380円

［油性］蛍光塗料［屋内外用］滑り止め塗料（蛍光色）

品番 カラー 内容量 価格 税込価格 
（8％）

EA942EW-61 蛍光レモン 1㎏ 15,000円 16,200円
EA942EW-63 蛍光オレンジ 1㎏ 15,000円 16,200円

マルチプライマー

品番 カラー 価格 税込価格 
（8％）

EA942EV-20 ホワイト 920円 994円

品番 カラー 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA942EW-1 イエロー 1㎏ 11,200円 12,096円

一般品

1

蛍光スプレー

品番 カラー 価格 税込価格 
（8％）

EA942EV-1 蛍光レモン 2,460円 2,657円
EA942EV-2 蛍光オレンジ 2,460円 2,657円

蛍光塗料スプレー

品番 カラー 価格 税込価格 
（8％）

EA942EV-6 レッド 2,670円 2,884円
EA942EV-7 レモン 2,670円 2,884円

粘着式　 材質…外装：ビニール
日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

● 粘着式　● 材質…外装：ビニール
● 日光や照明によって蛍光を発し、きわめて鮮明に輝いて見えます。

屋外で使用しても優れた
  耐久力を持っています。
● 屋外で使用しても優れた
  耐久力を持っています。

● つや無し

同系普通色の約 2倍の視認性
下塗りなしで塗装できます。

● 内容量…300㎖
● 乾燥時間（指触）…夏期：約20分、冬期：約40分
● 塗り面積（2回塗り）…0.8 ～ 1.2ｍ²
● 同系普通色の約 2倍の視認性
● 下塗りなしで塗装できます。

つや無し● つや無し

滑り易い箇所の滑り止め対策に。
　注意喚起効果の高い蛍光色になっています。
表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。

● 乾燥時間（指触）…約 30分　● 塗り面積（2回塗り）…約 2ｍ²
● 滑り易い箇所の滑り止め対策に。
　注意喚起効果の高い蛍光色になっています。
● 表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。

つや無し● つや無し

水に濡れた面へ鮮明な蛍光色で目立つ塗装が可能

● 内容量…300㎖　● 使用温度範囲…10～ 30℃
● 乾燥時間…夏期：約 20分、冬期：約 40分
● 水に濡れた面へ鮮明な蛍光色で目立つ塗装が可能
● 木材、廃材、スレート、コンクリート等色々な素材に

● 全ての下塗りを
  これ1本で解決
  します！

蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。
速乾で効率よく上塗りができます。
屋内木部・鉄部・プラスチック等に

● 内容量…100㎖　
● 使用温度範囲…10～ 30℃
● 乾燥時間…夏期：約20分、冬期：約40分
● 蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。
● 速乾で効率よく上塗りができます。
● 屋内木部・鉄部・プラスチック等に

蛍光オレンジ蛍光レモン

蛍光オレンジ蛍光レモン

レモン

イエロー

オレンジ

イエロー

レモン ホワイト

レッド

グリーン レモンイエロー オレンジイエロー オレンジ

蛍光粘着テープ

［水性］区画ライン用蛍光塗料
つや無し● つや無し

アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料
下塗りに白色塗装なしで施工できます。

● 乾燥時間（指触）…20℃：約 30分、冬期：約 1時間
● 塗り面積（2回塗り）…2ｍ²
● アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料
● 下塗りに白色塗装なしで施工できます。

超濃色
鮮明

fluorescent color

#SP18-014※表示価格の有効期限は２０１8年12月末日までとなります。

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226


