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両面仕様1枚（片面反射材用品付） 20,000円（税抜）
片面仕様2枚組（片方反射材用品付） 25,000円（税抜）

JPマークとは、内閣府・警察庁・全日本交通安全協会など関係省庁・団体の役職員や
学識経験者により構成された委員によって審査認定された、反射効果の高い製品に付
与されるマークです。

両面使用できる展示販売用POP
▼ 反射材説明パネル（高さ465×幅800）

～反射材を理解して、夜間の交通事故防止や防犯、防災に努めましょう～
「反射材エキシビション２０１6開催」

▼ 展示販売POP（高さ465×幅800×厚み3mm）

表面は自転車用、歩行者用に分けた反射材製品の現品サンプルをレ
イアウトしています。裏面は蛍光、蓄光、反射それぞれの特徴や反射
材の原理、夜間の視認性等を説明した両面使用できる展示販売用
POPです。

平成２８年９月９日、『反射材エキシビション•２０１６』を、東京芸術センター
（足立区北千住）２１階の天空劇場にて開催し、多くの御客様が来場され
ました。反射材の普及に向け、JP マーク認定商品の展示を行い、当協会
の会員企業の出展ブースにおいては新しい反射材の紹介を行いました。
ファッション関連の大学等のコラボレーションによる、未来に向けた作品
展示も行いました。たくさんの御客様から高評価を頂き、反射材に関する
構造や視認性を理解して頂きました。

【反射材を取り巻く環境】【反射材を取り巻く環境】

反射材は、再帰反射という性質を持つ素材です。再帰反射とは、光源から出た光が物に当たり、光源に
向かってそのまま反射するように光学的に開発された反射技術です。
これを身に付けていると、車のヘッドライトの光が当たると、その光は、光源である自動車に向かって
そのまま反射されます。 このため、歩行者に当たった光が反射するのでドライバーからは、非常によく
光って見えるわけです。
反射材は、大きく分けてガラスビーズタイプ、プリズムタイプがあります。

反射材は暮らしの中で、暗い夜間での「安全」「安心」を最大限にアピールするツールとして
様々なシーンで使用されています。
夜間の「交通安全」対策を基本コンセプトに、暗い中での自然災害時の不測の事態にも生命を守る
自己防衛手段として、闇夜での識別のためには反射材は最も有効です。
機能的でいながらファッショナブルに・・・
暮らしの中のマナーとしての反射材を新しいイメージで展開します。

夜間運転者から歩行者が見える距離は衣服の色によって異なります。
車のヘッドライトを下向きにしたとき、黒っぽい色で約26m、明るい色で約38mとされています。
運転者が歩行者を発見して車が止まれるまでの距離は、乾いた路面を時速 60kmで走行していて約 44m
ですから、明るい服装でも交通事故に遭う危険性があります。 反射材を身につけている場合は約 57m 以
上の視認性がありますから、反射材を身につけていないときと比べ安全性が格段に高くなります。

[反射材の原理]

[ドライバーから見た歩行者への視認性と車の停止距離]
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〈ガラスビーズ〉

入射光は、ガラスビーズの表面を通過するときに
屈折し、裏側のアルミ烝着面で反射して、再び表面
を通過するときに屈折して光源に戻ります。

このテストではJPマークの付いた製品によるもので、
面積2.5㎠かつ117mcd/lux以上の反射材を使用しています。

〈プリズム〉

表面の入射光は、プリズムの裏側の面で次々に
反射して、表面から光源に戻ります。
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再帰反射蛍光カラーキャップ
特殊な反射糸を生地に織り込んでいます。
撥水加工を施していますので雨をはじきま
す。昼間も視認性の高い蛍光カラーで存在
感をアピールします。

●サイズ：フリー
（大きさを調節できる後ろアジャスター仕様）
●カラー：蛍光レッド×シルバー（反射）・蛍光
オレンジ×シルバー（反射）・蛍光イエロー×シ
ルバー（反射）・ブラック×シルバー（反射）

1 28025

しあわせの黄色い帽子（キャップ）〈学童用〉
“光って”自分をアピールする“学童用”ス
クールキャップ。特殊な再帰反射糸を生
地に織り込んでいます。撥水加工を施し
ているので雨をはじき快適です。

●サイズ：大きさを調節できる後ろアジャスター付き
　M（５２ｃｍ～５４cm対応）、L（５４ｃｍ～５６ｃｍ対応）
　２L(５６ｃｍ～５８ｃｍ対応)

3 26002 しあわせの黄色い帽子（ハット）〈学童用〉
小さなお子さんに向けた“光って”自分を
アピールする“学童用”『スクールハット』。
特殊な再帰反射糸を生地に織り込んでい
ます。撥水加工を施しているので雨をはじ
き快適です。

●サイズ：大きさを調整できる後ろアジャスター付き
　M（５２ｃｍ～５４cm対応）、L（５４ｃｍ～５６ｃｍ対応）
　２L (５６ｃｍ～５８ｃｍ対応)

4 25008 光るジャン
ドット反射布を全面に使用した、昼間も視認性抜群の
ジャンパーです。ウインドブレーカーとしても着用可
能です。遠方からの夜間視認性は抜群です。名入れ
も承ります。

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光レモンイエロー・紺

11 15013

光りタイ
昼間は普通のシャレたネクタイ
夜間には、輝度の高い反射効果により安全を高めます。
帰宅時や夜間の外出時にご使用ください

●カラー：紺・エンジ

10 15014反射マフラータオル
オリジナル印刷ができ、応援グッズや
コンサートで使用できます。

●サイズ：200mm×1100mm
●カラー：4色程度で何色でも可

2 28011 〈光って安全〉反射ネックウォーマー
リバーシブルで服装に応じたカラーが選べ、
おしゃれの中に機能性がコラボされています。

●カラー：赤チェック×（裏色）ネービー・
　　　　  茶チェック×（裏色）グレー・
　　　　  黒チェック×（裏色）ブラック

9 27014

ライトフォース　キャップ
全面に反射メッシュを採用。
通気性も抜群！

●サイズ：バックで調整可能
●カラー：黒・白

5 13015

きけん帽子
ドット（点状）式全面反射布を用いた、軽量で輝
度の高い帽子です。撥水加工及び洗濯性に優れ
ています。外出時やジョギング等に着用します。
小学生用もあり。

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光レモンイエロー・紺

7 15016 じこ帽子
ドット（点状）式全面反射布を使用した、軽量で輝度の高い帽子です。表面撥水加工及び洗
濯性に優れています。薄暮・夜間帯の外出に、さりげなくかぶり、違和感がありません。高齢
者の方々にも適しています。

8 15012

反射ワッペン付帽子
●サイズ：バックで調整可能　
●カラー：黒・青・赤

6 0512059

蛍光不織布ベスト
不織布仕様の安全ベスト。昼間は蛍光、
夜間は反射材が安全に貢献します。

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光イエロー・蛍光オレンジ

12 22017

ＥＮベスト
High Visibility Safety Vest
欧州規格EN471に適合した最高級の高視認性安全ベストです。
高視認性安全服　JIS　T8127規格に準拠。

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光イエロー・
　　　　  蛍光オレンジ

14 22018安全ベストカジュアルタイプ
高輝度反射材を使用したカジュアルなベストで非常に軽くやわ
らかな素材です。ウォーキングやジョギングに、また災害時にも
昼夜問わず高い視認性が有り非常に安心です。

●サイズ：Mサイズ
●カラー：蛍光ピンク

13 25005

蓄光・反射タスキ光るくん
蓄光糸をベースに織り込んだ特殊反射タスキ。
蓄光と反射の二役機能を持つ新感覚反射材。

●サイズ：40×1250mm
●カラー：反射面シルバー

15 111115 反射タスキ キラリン
高輝度反射ターポリンを使用し、男性
用と女性用のおしゃれなデザインを
取揃え、ウォーキングなどの外出時に
最適です。

16 25011

●サイズ：40×1400mm
●カラー：ピンストライプ・ネクタイ・ストライプ・
カラフルドット・プチフラワー・カラフルフラワー
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●カラー：黒・青・赤

6 0512059

蛍光不織布ベスト
不織布仕様の安全ベスト。昼間は蛍光、
夜間は反射材が安全に貢献します。

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光イエロー・蛍光オレンジ

12 22017

ＥＮベスト
High Visibility Safety Vest
欧州規格EN471に適合した最高級の高視認性安全ベストです。
高視認性安全服　JIS　T8127規格に準拠。

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光イエロー・
　　　　  蛍光オレンジ

14 22018安全ベストカジュアルタイプ
高輝度反射材を使用したカジュアルなベストで非常に軽くやわ
らかな素材です。ウォーキングやジョギングに、また災害時にも
昼夜問わず高い視認性が有り非常に安心です。

●サイズ：Mサイズ
●カラー：蛍光ピンク

13 25005

蓄光・反射タスキ光るくん
蓄光糸をベースに織り込んだ特殊反射タスキ。
蓄光と反射の二役機能を持つ新感覚反射材。

●サイズ：40×1250mm
●カラー：反射面シルバー

15 111115 反射タスキ キラリン
高輝度反射ターポリンを使用し、男性
用と女性用のおしゃれなデザインを
取揃え、ウォーキングなどの外出時に
最適です。

16 25011

●サイズ：40×1400mm
●カラー：ピンストライプ・ネクタイ・ストライプ・
カラフルドット・プチフラワー・カラフルフラワー
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ピカイチくん反射バンド
広角に反射する超高輝度の立体テープを使用。
柔軟性のある素材が、腕や足首にフィットします。
（マジックテープ式）

●サイズ：21×320mm
●カラー：ブラック（反射：イエロー）
　　　　 ブルー（反射：シルバー）

26 19006

反射リストバンド30（安全キャップ付）
高輝度反射材を使用しており3cm×35cmサイズで、裏面に
起毛を使用しているので腕からズレてくる心配が無く板バネ
にキャップをかぶせているので安全にご使用いただけます。

●サイズ：30×350mm
●カラー：イエロー

28 22006ダイヤモンドブレスレット
昼は蛍光樹脂と蛍光反射材を組み合わせファッションと
安全、夜は最高級反射材ダイヤモンドグレードで大きな
反射効果。

●サイズ：S（内径55mm）
　　　　  M（内径65mm）
●カラー：白・蛍光黄

27 14006

　キ
ャ
ッ
プ

←
部
分
拡
大

反射タスキ・2
高輝度反射材を使用しており約4cm幅（反射面約2cm）で
130cmのリング状です。リバーシブル（裏面反射ナシ）でご
使用いただけます。

●サイズ：40×1300mm
●カラー：反射面白

19 22005

差し込み式反射メッシュ腕章（蛍光黄・蛍光緑）18 28004

横幅はA4の用紙が丁度入るサイズです。ご自由に
印刷物を入れていろいろな用途に使用できます。
周囲のグレーの部分が反射します。

●サイズ：約90×400mm
透明ポケットサイズ70×220mm
●カラー：蛍光緑・蛍光黄色

再帰反射缶バッチ25 28023

お好みの場所（帽子、服、バッグ）等に取り付け
られるカジュアルな缶バッチです。おしゃれな
ワンポイントの反射アクセサリーです。

●サイズ：（直径）４０ｍｍ
●カラー：シルバー（反射）×ブラック・
　　　　  シルバー（反射）×レッド

タックルバンド・インナーガードタイプ17 28006

安全性向上の為、スチール鋼板全体をPVCケースで
覆い、反射材の有効視認面積は従来品より約35％
アップ

●サイズ：37ｍｍ×305ｍｍ
●カラー：ホワイト・ライムイエロー

反射ピタッくる腕章90
既存の腕章と違い面倒な安全ピンの着脱いらずで、
衣類に傷を付けない腕章です。ネームカードに文字内
容をご自分で差し替えられ、幅広くご使用頂けます。

●サイズ：約90×400mm
●カラー：本体イエロー

20 24009

反射リストバンド
腕、手首、足などにワンタッチ。 ●サイズ：32×320mm

●カラー：白・黄・赤

21 0512011 反射ベルタス
体型に合わせたベルト、又はタスキとして使う。
（バックルアジャスター付）

●サイズ：40×1250mm
●カラー：反射面ホワイト

22 0512025

マジックテープ付で取りはずしが簡単にできます。

反射タスキ
●サイズ：45×1300mm
●カラー：反射面グレー

23 0512054 ピタックル腕章50（安全キャップ付） 
高輝度反射材を使用しており5cm×40cmサイズで、裏面に起
毛を使用しているので腕からズレてくる心配が無く、ズボンの
スソに使用してもフィットします。板バネにキャップをかぶせて
いるので安全にご使用いただけます。

●サイズ：50×400mm
●カラー：イエロー
　ロットにより名入れ可

24 21016

　キ
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ッ
プ

←
部
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蓄光・反射のびのびリストバンド 光るくん
特殊高輝度反射材と蓄光糸をベースに織り込み伸
縮自在で手首・足首にフィットする新感覚反射材。

●サイズ：40×90mm
●カラー：反射面シルバー

29 111117 ピカンバッジ
簡単に取り付けられる缶バッジタイプ。帽子、
バッグ、服など。シルバーに加え、ブルー、ピン
クとカラフルに。

●サイズ：φ32mm
●カラー：ピンク・シルバー・ブルー

30 22021

健光ブレスレット（磁気タイプ／マイナスイオンタイプ ）
健康（磁気／マイナスイオンを発生）と交通安全（反射材使用）を
合体することで何処でも身につけられるブレスレット。

●サイズ：フリー
●反射材：白

31 14027

お洒落に編み込みを施してあるブレスレットで
す。カラー４色からお選びいただけます。

編み込みブレスレット
●サイズ：12×250mm
●カラー：ピンク・イエロー・黒・ブルー

32 20006



65

ピカイチくん反射バンド
広角に反射する超高輝度の立体テープを使用。
柔軟性のある素材が、腕や足首にフィットします。
（マジックテープ式）

●サイズ：21×320mm
●カラー：ブラック（反射：イエロー）
　　　　 ブルー（反射：シルバー）

26 19006

反射リストバンド30（安全キャップ付）
高輝度反射材を使用しており3cm×35cmサイズで、裏面に
起毛を使用しているので腕からズレてくる心配が無く板バネ
にキャップをかぶせているので安全にご使用いただけます。

●サイズ：30×350mm
●カラー：イエロー

28 22006ダイヤモンドブレスレット
昼は蛍光樹脂と蛍光反射材を組み合わせファッションと
安全、夜は最高級反射材ダイヤモンドグレードで大きな
反射効果。

●サイズ：S（内径55mm）
　　　　  M（内径65mm）
●カラー：白・蛍光黄

27 14006
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反射タスキ・2
高輝度反射材を使用しており約4cm幅（反射面約2cm）で
130cmのリング状です。リバーシブル（裏面反射ナシ）でご
使用いただけます。

●サイズ：40×1300mm
●カラー：反射面白

19 22005

差し込み式反射メッシュ腕章（蛍光黄・蛍光緑）18 28004

横幅はA4の用紙が丁度入るサイズです。ご自由に
印刷物を入れていろいろな用途に使用できます。
周囲のグレーの部分が反射します。

●サイズ：約90×400mm
透明ポケットサイズ70×220mm
●カラー：蛍光緑・蛍光黄色

再帰反射缶バッチ25 28023

お好みの場所（帽子、服、バッグ）等に取り付け
られるカジュアルな缶バッチです。おしゃれな
ワンポイントの反射アクセサリーです。

●サイズ：（直径）４０ｍｍ
●カラー：シルバー（反射）×ブラック・
　　　　  シルバー（反射）×レッド

タックルバンド・インナーガードタイプ17 28006

安全性向上の為、スチール鋼板全体をPVCケースで
覆い、反射材の有効視認面積は従来品より約35％
アップ

●サイズ：37ｍｍ×305ｍｍ
●カラー：ホワイト・ライムイエロー

反射ピタッくる腕章90
既存の腕章と違い面倒な安全ピンの着脱いらずで、
衣類に傷を付けない腕章です。ネームカードに文字内
容をご自分で差し替えられ、幅広くご使用頂けます。

●サイズ：約90×400mm
●カラー：本体イエロー

20 24009

反射リストバンド
腕、手首、足などにワンタッチ。 ●サイズ：32×320mm

●カラー：白・黄・赤

21 0512011 反射ベルタス
体型に合わせたベルト、又はタスキとして使う。
（バックルアジャスター付）

●サイズ：40×1250mm
●カラー：反射面ホワイト

22 0512025

マジックテープ付で取りはずしが簡単にできます。

反射タスキ
●サイズ：45×1300mm
●カラー：反射面グレー

23 0512054 ピタックル腕章50（安全キャップ付） 
高輝度反射材を使用しており5cm×40cmサイズで、裏面に起
毛を使用しているので腕からズレてくる心配が無く、ズボンの
スソに使用してもフィットします。板バネにキャップをかぶせて
いるので安全にご使用いただけます。

●サイズ：50×400mm
●カラー：イエロー
　ロットにより名入れ可

24 21016
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蓄光・反射のびのびリストバンド 光るくん
特殊高輝度反射材と蓄光糸をベースに織り込み伸
縮自在で手首・足首にフィットする新感覚反射材。

●サイズ：40×90mm
●カラー：反射面シルバー

29 111117 ピカンバッジ
簡単に取り付けられる缶バッジタイプ。帽子、
バッグ、服など。シルバーに加え、ブルー、ピン
クとカラフルに。

●サイズ：φ32mm
●カラー：ピンク・シルバー・ブルー

30 22021

健光ブレスレット（磁気タイプ／マイナスイオンタイプ ）
健康（磁気／マイナスイオンを発生）と交通安全（反射材使用）を
合体することで何処でも身につけられるブレスレット。

●サイズ：フリー
●反射材：白

31 14027

お洒落に編み込みを施してあるブレスレットで
す。カラー４色からお選びいただけます。

編み込みブレスレット
●サイズ：12×250mm
●カラー：ピンク・イエロー・黒・ブルー

32 20006
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放電 ほたるくん
本体に静電気除去繊維と高輝度反射材を合体
させたブレスレットで伸縮性の高い天然ゴム材
を使用しています。

●サイズ：フリー
●カラー：ブラック・イエロー・レッド

35 16009

手作りキット反射キーホルダー
反射プレートに付属のシールを貼ったり、油性ペ
ンで文字を書いて反射キーホルダーを作成できる
キットです。

38 26004

●反射プレートサイズ：45×45mm
●カラー：ピンク・ブルー・イエロー

反射クリップ
クリップ式なので、帽子・服・カバン・傘などに素早く
取り付けできます。超高輝度の立体構造なので広角
に反射します。

●サイズ：17×24mm
●カラー：イエロー・シルバー

37 15010

スマイルホルダー
取り外しカンタンなクリップ式。
高輝度反射材にスマイルのイラスト入り
外出のお供に。

●サイズ：φ32mm
●カラー：イエロー

40 15018バッジリフレクター
どこにでも取付けられるクリップ式。 ●サイズ：φ30mm

39 0512030

再帰反射トートバッグ（M）33 28027

特殊な反射糸を生地に織り込んでいま
す。撥水加工を施していますので雨をは
じきます。昼間も視認性の高い蛍光カ
ラーで存在感をアピールします。

●サイズ：（タテ）３０×（ヨコ）２１×（マチ）８.５ｃｍ
●カラー：蛍光レッド×シルバー（反射）・蛍光オ
レンジ×シルバー（反射）・蛍光イエロー×シル
バー（反射）・ホワイト×シルバー（反射）

2way反射肩掛けエコバッグ36 28001

手提げと肩掛けの2通りで使えて
小さく折り畳め、どの方向からも反
射するよう反射帯が付いています。

●サイズ：本体約H285×W340×D110mm、
持ち手約40×540mm、肩紐約30×1080mm(最長)
●カラー：本体色：黒(反射部:シルバー)

反射エコバッグ１５Ｌ41 28009

前後左右全方位反射。破れにくいリップ
ストップ生地。小さく畳んでコンパクト
でもたくさん入る大容量15Ｌ

●サイズ：収納時：70×105×25ｍｍ、使用時：
360×280×140ｍｍ、持ち手：340ｍｍ×２本
●カラー：ブルー・パープル

買い物ほたるくん（反射バック）42 28017

収納ポケット付の反射エコバックと保冷
反射バックの2種類。ボックスティッシュが
すっぽり入る大きさです。

●サイズ：本体サイズ：350×300mm
底巾：約140mm
●カラー：エコバッグ：ピンク・クリーム・グリー
ン・ブラック　保冷バッグ：ブラック・クリーム

反射エコバッグ
反射パイピング加工にて前後左右
どの方向でも反射します

●サイズ：Ｈ400×320×マチ100ｍｍ
●色：グリーン、オレンジ、イエロー、ブルー
　　  ４色取混ぜ（色指定不可） 

43 27010

再帰反射トートバッグ（S）34 28026

特殊な反射糸を生地に織り込んでいま
す。撥水加工を施していますので雨を
はじきます。昼間も視認性の高い蛍光
カラーで存在感をアピールします。

●サイズ：（タテ）20.5×（ヨコ）21×（マチ）10cm
●カラー：蛍光レッド×シルバー（反射）・蛍光オレン
ジ×シルバー（反射）・蛍光イエロー×シルバー（反
射）・ホワイト×シルバー（反射）

光るショッピングバック
普段はカバンに下げて反射リフレクターとして使用。
薄暮時は反射と蛍光色で目立って安全。

●サイズ：使用時370×400mm
　　　　  収納時90×100mm
●材質：ポリエステル

44 19002

オーロラ反射ランドセル（小学生用）
普段は色がオーロラ状に変化する反射材が、
夜間車のライトにあたると高輝度な反射光が
得られ、多方向からの光にも適応できるなど、
安全性が期待できます。

●サイズ：外寸250×340×180mm
　内寸A4クリアファイル収納サイズ
●カラー：黒・黒/グリーン・黒/ボルドー

45 22001 通学用学童カバン（小学生用）
地球にやさしいエコ製品。
ポリエステルPET再生繊維生地使用。
（超高輝度マイクロプリズム反射材使用）

●サイズ：265×300×130mm
●カラー：スカイ・ブルー・ブラック
　　　　  イエロー・ピンク

46 14002

学童用カバン（中学生用）
地球にやさしいリサイクルエコ製品。
ポリエステルPET再生繊維厚織生地使用。
（超高輝度マイクロプリズム反射材使用）

●サイズ：310×390×160mm
●カラー：紺・黒・緑・グレー・
　　　　 スカイ・茶

48 13013

地球にやさしいリサイクルエコ製品。
ポリエステルPET再生繊維厚織生地使用。
（超高輝度マイクロプリズム反射材使用）

学童用カバン（中学生用）
●サイズ：400×300×110mm
●カラー：紺・黒・緑・グレー・スカイ・茶

47 13012
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放電 ほたるくん
本体に静電気除去繊維と高輝度反射材を合体
させたブレスレットで伸縮性の高い天然ゴム材
を使用しています。

●サイズ：フリー
●カラー：ブラック・イエロー・レッド

35 16009

手作りキット反射キーホルダー
反射プレートに付属のシールを貼ったり、油性ペ
ンで文字を書いて反射キーホルダーを作成できる
キットです。

38 26004

●反射プレートサイズ：45×45mm
●カラー：ピンク・ブルー・イエロー

反射クリップ
クリップ式なので、帽子・服・カバン・傘などに素早く
取り付けできます。超高輝度の立体構造なので広角
に反射します。

●サイズ：17×24mm
●カラー：イエロー・シルバー

37 15010

スマイルホルダー
取り外しカンタンなクリップ式。
高輝度反射材にスマイルのイラスト入り
外出のお供に。

●サイズ：φ32mm
●カラー：イエロー

40 15018バッジリフレクター
どこにでも取付けられるクリップ式。 ●サイズ：φ30mm

39 0512030

再帰反射トートバッグ（M）33 28027

特殊な反射糸を生地に織り込んでいま
す。撥水加工を施していますので雨をは
じきます。昼間も視認性の高い蛍光カ
ラーで存在感をアピールします。

●サイズ：（タテ）３０×（ヨコ）２１×（マチ）８.５ｃｍ
●カラー：蛍光レッド×シルバー（反射）・蛍光オ
レンジ×シルバー（反射）・蛍光イエロー×シル
バー（反射）・ホワイト×シルバー（反射）

2way反射肩掛けエコバッグ36 28001

手提げと肩掛けの2通りで使えて
小さく折り畳め、どの方向からも反
射するよう反射帯が付いています。

●サイズ：本体約H285×W340×D110mm、
持ち手約40×540mm、肩紐約30×1080mm(最長)
●カラー：本体色：黒(反射部:シルバー)

反射エコバッグ１５Ｌ41 28009

前後左右全方位反射。破れにくいリップ
ストップ生地。小さく畳んでコンパクト
でもたくさん入る大容量15Ｌ

●サイズ：収納時：70×105×25ｍｍ、使用時：
360×280×140ｍｍ、持ち手：340ｍｍ×２本
●カラー：ブルー・パープル

買い物ほたるくん（反射バック）42 28017

収納ポケット付の反射エコバックと保冷
反射バックの2種類。ボックスティッシュが
すっぽり入る大きさです。

●サイズ：本体サイズ：350×300mm
底巾：約140mm
●カラー：エコバッグ：ピンク・クリーム・グリー
ン・ブラック　保冷バッグ：ブラック・クリーム

反射エコバッグ
反射パイピング加工にて前後左右
どの方向でも反射します

●サイズ：Ｈ400×320×マチ100ｍｍ
●色：グリーン、オレンジ、イエロー、ブルー
　　  ４色取混ぜ（色指定不可） 

43 27010

再帰反射トートバッグ（S）34 28026

特殊な反射糸を生地に織り込んでいま
す。撥水加工を施していますので雨を
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昆虫シリーズ“カブトムシ”
高輝度反射材を使用した昆虫シリーズ
「カブトムシ」の立体的な反射キーホル
ダーです。

●サイズ：約70×40mm　※反射部のみ
●カラー：ブルー・ピンク・イエロー
　　　　  グリーン・ブラック

64 22007

植物シリーズ“葉っぱ”
高輝度反射材を使用した植物シリーズ
「葉っぱ」の立体的な反射キーホルダー
です。

●サイズ：約35×60mm　※反射部のみ
●カラー：グリーン

62 22009

鳥獣シリーズ“オカメインコ”
高輝度反射材を使用した鳥獣シリーズ
「オカメインコ」の立体的な反射キーホ
ルダーです。

63 22008

●サイズ：約70×40mm　※反射部のみ
●カラー：ブルー・ピンク・イエロー
　　　　  グリーン・ホワイト

笛付闇夜の用心棒
反射面が丸いのであらゆる角度から見えます。
水に浮きますので釣人、船舶水辺作業のキー
ホルダーとして、災害時には笛で合図！

●サイズ：φ140×27mm
●カラー：白・黄

66 14025

音と光で知らせます。鈴付き高輝度反射材の
小さなアイテムです。自転車などのキーにつ
けてネ！！

反射キーホルダー
●サイズ：9×50mm
●カラー：イエロー・ホワイト

65 15019

反射シールピカル59 28010

アイロンで衣服に反射名札が転写プリントできます。 ●サイズ：64mm×27mm
（6枚綴り）
●カラー：シルバー

リアル＆リバーシブル富士山リフレクター60 28012

表は “光る”再帰反射リアル富士山！
裏返すと地図にもなる登山道。意匠登録済み。
青、赤、緑の3色。

●サイズ：40mm×40mm×15mm
●カラー：青・赤・緑

反射カラーパスケース「反射カラパケ」61 28022

伸びだるみしない形状記憶コイルロープ付の二つ
折り全面反射パスケース。中台紙にＩＤ情報が記入
できます。

●サイズ：二つ折り時：約64×95mm
●カラー：ブルー・ピンク・ホワイト

オリジナル交通安全リフレクター53 28016

直径7cmのビッグサイズの反射キーホルダー。
オリジナルで印刷もできます。（例）アクビちゃん

●サイズ：φ70mm
●カラー：白

ピカイチくん　星のおまもり54 28014

超高輝度反射＋蛍光樹脂の組み合わせ。
夜間車のライトに強烈に反射！バッグ・ラン
ドセル・自転車の鍵に。

●星型サイズ：３５×３５mm（厚さ４mm）
●カラー：蛍光グリーン（反射：シルバー）・
蛍光オレンジ（反射：シルバー）

手作りキット反射キーホルダー　ハート49 28015

反射プレートに付属のシールを貼ったり、
油性ペンで文字を書いて反射キーホル
ダーを作成できるキットです。

●反射プレートサイズ：約54×68mm
●カラー：ピンク・ブルー・イエロー

オリジナルキーホルダーシリーズ
レルヒさん全身タイプ

レルヒさん全身タイプ

50 28019 むすび丸全身タイプ

むすび丸全身タイプ

51 28020 むすび丸顔タイプ

むすび丸顔タイプ

52 28021

新潟県の観光キャンペーン「日
本スキー発祥100周年」のメイ
ンキャラクターレルヒさんの反
射ホルダー。
●サイズ：約69×48mm
●カラー：ブラック・ブルー・
ピンク・イエロー・グリーン

仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」
の反射キーホルダーです。全身タイプ。
●サイズ：約54×37mm
●カラー：白

仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」
の反射キーホルダーです。顔タイプ。
●サイズ：約46×44mm
●カラー：白

傘・ステッキ反射シール
雨の日の安全に。お年寄りの杖にも貼れます。 ●サイズ：20×7mm×8枚

　　　　  17×80mm×1枚　
●カラー： シルバー　ロットにより印刷可

58 20005ステッキな杖
昼間は、安全色のオレンジ色のアルミ製高級杖、柄は木製。
男性用：長さ860mm　女性用：長さ840mm
夜間は、全長・全面が光ります。長さは調整いたします。

●カラー：オレンジ

57 15015

印刷イメージ

反射ジャンプ傘 ステッキー
夜間・雨天時に優れた反射性能を発揮する軽くて丈夫な
アルミ製反射ジャンプ傘です。（反射カバー付）

●サイズ：60cm
●カラー：紺

55 18017 反射折り傘550
視界の悪い夜間の雨天時に優れた反射性能を発揮する
携帯用反射折り傘です。（反射カバー付）

●サイズ：36cm折り傘
●カラー：紺

56 14032
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反射LEDライトキーホルダー
LED点灯と自転車の車幅灯になる点滅の
２タイプが選べ、ライトの電池が切れても
反射材として使用出来ます。

●サイズ：55×40mm  ※反射部のみ
●カラー：イエロー

80 27002

バッグ、靴など身の回りの物に簡単に
取付けられます！100M先からもドライ
バーに光って見え安全です。

反射折鶴・兜・馬
人気の折紙を反射材にしました。自分で作る反
射マスコットは着用率アップ間違いありません。
【例】兜完成後：約55×100mm　
鶴：約60×140mm

●サイズ：150×150ｍｍ（折紙のサイズ）
●カラー：白、青、黄、紫（アソート）
●ＯＰＰ袋入（折り方説明書入り）、
　ボールチェーン、取付紐

70 27005

フォトほたるくん
お好きな写真がセット出来て油性ペンでメッ
セージが書ける反射材フォトキーホルダーで
交通安全。

●サイズ：50×40mm  ※反射部のみ
●カラー：ピンク・イエロー・ブルー

71 27001

富士山キーホルダー
世界遺産に認定された富士山の反射キー
ホルダー。交通安全に役立ちます。

●サイズ：65×53mm
●カラー：ピンク・イエロー・
　　　　  シルバー・ブルー・グリーン

76 25003

ライトタブ
2重リングでアクセサリー、キーホルダーと
して使えます。どこにでも合うブラック、ホワ
イトと3カラーの5色のラインナップ。

●サイズ：30×70mm（リング含む）
●カラー：黄・黒・白・ピンク・ライトブルー

72 22022

SOSキーホルダー 
普段は交通安全キーホルダーとして使用
し、防犯、登山、震災等の災害時には笛で合
図し反射光で確認できます。

●サイズ：38×65mm
●カラー：黄・白

74 0710007

ピカトンボ
●サイズ：100×23/10mm
●色：両面ホワイト（輝度850cpl）/
　　  両面ライムイエロー（輝度750cpl）

69 27013

ピカホルダー
自転車の鍵、カバン、リュック等に取付けて
ください。両面反射。

●サイズ：φ35mm
●カラー：白・黄

79 12011

キラキラホルダー
昼はキラキラ輝き、夜はとてもよく光る両面反射
タイプ。ボールチェーンで取付けカンタン。

●サイズ：33×54mm
●種類：千鳥・ペンギン・サクラ
　　　  パンダ・ウサギ・イヌ　計6種

75 101006

ウォーキングサイン（コード付）
ウォーキングサインに蛍光反射ヒモを付けた反射材。　
クマ、フクロウ、ネコの3タイプ

78 101017三角ホルダー
かばんやリュックなどに、取付けカンタン。
オレンジ色で昼でもよく目立つので、
みんなで付ける目印にも。

●サイズ：50×45mm
●カラー：オレンジ

77 21023

マルチパスケース（くまモン）
SuicaなどのＩＣカードが入れられる便利な
パスケースに熊本県の人気者「くまモン」
柄が登場！

●サイズ：100×68mm

81 25006 マルチパスケース82 18022

SUICAや定期券などを入れて使用でき、鍵を下げられるホル
ダー付で安全着脱パーツ使用です。付属のカードにIDを記入
しておくと災害時や迷子時などの身分確認ができ、カードで隠
せるので個人情報も保護できます。

●サイズ：100×68mm　
　※２つ折状態
●カラー： 透明

ピカイチホイッスル（クリップ付）
簡単・便利なクリップ付のホイッスル。超高
輝度反射＋安全の95デシベルで、夜道の交
通安全や防犯、防災対策に。

●サイズ：12×21mm
●カラー：シルバー

73 24004

ミニ電話帳
自転車のカギなどに取り付けられる反射キー
アクセサリーで本体の内側はメモ帳・アドレス
帳として使えます。

●サイズ：34×27mm  ※反射部のみ
●カラー：ピンク・イエロー・ブルー

68 27003交通安全御守ルーペ
高輝度反射材を使用した御守り風ストラップ。
拡大鏡内蔵でメールや細かい文字を見るのに
便利！ゴム製ストラップで取付け簡単。

●サイズ：56×39mm
●カラー：ピンク・シルバー・イエロー  

67 23012
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アクアストラップ87 15006 レインボーホルダー
多用途に使用できホルダーが回転するので反射
効果を最大限に発揮する色の奇麗な反射材です。

●サイズ：7.5×70mm
●カラー：レインボー

88 17020

アニマル反射マスコット
昼は、かわいいマスコットですが、車のライトが当たると
体全体が反射し、交通事故防止に役立ちます。

●サイズ：高さ約12cm
●カラー：シルバー（反射）

85 25012 反射ストラップ
カラフルなストラップタイプのアクセサリー。
お好みのカラーで携帯電話、バッグ、キーホ
ルダーに。

86 17021

●サイズ：15×80mm
●カラー：ホワイト・オレンジ・イエロー・
　　　　  ブルー

世界初反射材
レインボーカラー（角度による色の変化をお楽しみください）
利用方法はアイディア次第、使い方いろいろ。

超高輝度　ピカイチ・ペダルくん91 28013

ペダル用ステッカー（超高輝度＋強粘着）。ペダルが回転して
広角に反射！自転車の走行・横断時の事故防止に最適。

●サイズ：Ф２０㎜　２枚
●カラー：シルバー
※ロットにより名入可

ブラックほたるくん115（反射シールロング）93 28018

超高輝度反射材に格子柄を印刷し、115mmとロング
サイズなので後方・側面からライトに反射します。

●サイズ：115×7mm×2P×4枚
●カラー：シルバー（各色格子柄）

つばさ君92 28002

従来の横方向ではなく後方に対して反射。後ろのドライ
バーへの視認性が高く、追突事故防止に効果を発揮。

●サイズ：85×25×8mm
●カラー：黄色反射材（本体透明）

新サイクルリフレクター（蛍光黄）
スポークにワンタッチで取付けられる。 ●サイズ：36×82mm

●カラー：蛍光黄

94 20019

新サイクルリフレクター（白）
スポークにワンタッチで取付けられる。 ●サイズ：36×82mm

●カラー：白

96 20018スポークライト
スポークにワンタッチで取付けられる。
1組：2個

95 0512036

●カラー：白・黄・橙

チャリピカ
全方向に反射　曲げネジリ自由でスポークへ
の取付け楽々。全周高輝度シート

●サイズ：85×30mm厚さ10mm
●カラー：黄・グレー・青・緑・ピンク・白

98 0710009ホイールリフレクター
自転車のスポークにワンタッチ。
ピン型　プラスチック　超高輝度
1組：2個

●サイズ：20×130mm
●カラー：白

89 0610090 ワンタッチカゴほたるくん
反射材の両端に付いている伸縮ゴム取付き金具はワンタッチ
で取り付けられます。長さが43cmと長いので前面から左右ま
で反射して安全です。

●サイズ：18×430mm
　　　（※反射部のみ）
●カラー：イエロー

90 21018

アニマル反射マスコットミニ83 28005

好評のアニマル反射マスコットを、お客様のご要望により、
小さくしました。グレーの部分が全面反射いたします。
取付易く、ゴムに変更しています。

●サイズ：約65ｍｍ
●カラー：グレー

再帰反射チャーム　ドッグ84 28024

お好みの場所（バッグ）等に取り付けられるお
しゃれなワンちゃんのマスコットチャームで
す。シルバーの水玉がかわいく反射します。

●サイズ：（本体高さ）１２cm＋（ストラップ）８cm
●カラー：シルバー（反射）×ブラック＋ホワイト・
シルバー（反射）×ホワイト＋ブラック

●シートサイズ：214×70mm
●カラー：イエロー・ホワイト

リフレクライン
バイク・自転車・ヘルメット・カバン等の平面に貼れる
多目的反射シールです。

97 27004
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ウィングリフレクター（標準型／脱落防止装置付）
夜間、ペダルをこいでいない時でも、くるくる
回って「後ろのドライバーからもよく見える」ただ
一つの反射材。

●最少発注数：25個

101 26001 オリジナル反射ステッカー
曲面にも綺麗に貼付できる反射ステッカーに、オリジ
ナルで名入れ（スローガン等も可）更に、キャラクター
の絵柄などを自由に印刷！ １枚入り/袋は100袋～。
２枚入り/袋は50袋から作成致します。

●サイズ：40×60mm（１枚/袋）
　　　　  40×60mm（２枚/袋）
●カラー：ホワイト（反射面）

102 26003

【製品イメージ】
文字とイラストをオリジナルに変更頂けます。

【製品イメージ】
文字とイラストをオリジナルに変更頂けます。

1枚/袋（100袋～）1枚/袋（100袋～） 2枚/袋（50袋～）2枚/袋（50袋～）

サイクルピアスほたるくん
トライアングル型
ハンドグリップに付ける車幅灯
360度どの角度からも確認できます。

●サイズ：67×65mm
●カラー：黄・ピンク

103 13022 ピカホルダー（ゴムひもタイプ）
超高輝度の両面反射ホルダー。高齢者の方にも取付
けやすいゴムひもタイプです。色々なバッグに。

●サイズ：φ35mm
●カラー：白・黄

104 23007

サイクルピアスほたるくん105 0512062
ドロップ型
ハンドグリップに付ける車幅灯
360度どの角度からも確認できます。

●サイズ：57×37mm
●カラー：黄

シグナルたまGO
高発光の点滅LEDライトと両面に種類の異なる
反射材を使用。杖、鞄などに着けておきますと
100M先から視認できます。付属のピン使用で
自転車の車幅灯として接触事故防止に！

●サイズ：縦54×幅39×厚13mm
　　　　（※キーホルダー部含む）
●カラー：グリーン・イエロー・ピンク

106 21007

反射材付ボールペン108 18005 暗号反射シール
電話番号を印刷する事で地域が特定でき迷子
や徘徊、紛失物等の早期発見に役立ちます。
例：TEL 03-0000-0110（東京-地区-警察署）

107 20001

●サイズ：11×34mm×2枚
　ロットにより印刷可
●最少発注数：1,500個

●サイズ：反射材 φ2.5／ボールペン 全長147mm
●カラー：ブラック・ソフトブルー・ソフトグリーン・
オレンジ・ピンク・ホワイト ※インクは全て黒

使い易いクリップ式ボールペンに
最高級グレードの反射材を搭載。
鞄や衣類等の付ける事により、交
通事故防止に！！

※印刷イメージ

ちょこぴかシール
高輝度で曲面に貼り付け可能。黒でも良く反
射し、シーンに合わせた多彩なカラーバリエー
ション。自転車に、靴に、カバンに…。スタイル
に合わせた“魅せる反射材”

●サイズ：80ｍｍ×72ｍｍ
●カラー：ホワイト・ブラック・イエロー
　　　　  レッド・ブルー・グリーン

110 24008きらデコシール
身の回りのモノをお洒落にデコレーション。
かわいい動物や花のシルエットで、楽しく交
通安全！柔軟性のあるシールで曲面にも追従
します。

●サイズ：80ｍｍ×72ｍｍ
●種　類：恐竜（ホワイト）・
うさぎ（イエロー）・犬（レモンイエロー）・
猫（ブラック）・花（オレンジ）

109 24007

ぷよぴかシール
昼も夜もキラキラ光るソフトで立体的
キャラクターシール。全9種。

●サイズ：67×67mm
●カラー：パンダ、猫・犬・兎
　　　　 コアラ・蛙・イルカ・桜・千鳥

111 12023

どこでも貼れる超高輝度シート。

THE 700
●サイズ：○φ20mm
　　　　  □37×20mm

112 0512034

反射アイロンシール
布製品にアイロンで貼り付けできる反射シール。
体操袋や靴入れ、登園バッグなどに貼り付けできます。

●サイズ：40mm×70mm
●カラー：シルバー

113 27006

高輝度反射シール　ラインR8
自転車後輪や泥よけ部等の曲面に貼れる反射
シール。車等のライトに反射し、ドライバーに存
在を知らせます。

●サイズ：約210×8mm×8枚入

99 25002 自転車お知らせ用 鈴ピカくん
自転車の車軸に取付簡単。超高輝度の反射
シールと、鈴（音）の組み合わせで、周囲に自転
車の走行をお知らせします。

●サイズ：反射部：10×81.5mm
　　　　（5分鈴付き）
●カラー： シルバー

100 22002

きらリボン
バッグ、靴、服等のジッパーの穴に通すだけ
で簡単装着。普段のスタイルを損なわない
反射材。

114 25009

●サイズ：大11ｍｍ×80ｍｍ　
　中10ｍｍ×70ｍｍ　小7ｍｍ×50ｍｍ
●カラー：白/銀、黄/銀、橙/銀



1615

ウィングリフレクター（標準型／脱落防止装置付）
夜間、ペダルをこいでいない時でも、くるくる
回って「後ろのドライバーからもよく見える」ただ
一つの反射材。

●最少発注数：25個

101 26001 オリジナル反射ステッカー
曲面にも綺麗に貼付できる反射ステッカーに、オリジ
ナルで名入れ（スローガン等も可）更に、キャラクター
の絵柄などを自由に印刷！ １枚入り/袋は100袋～。
２枚入り/袋は50袋から作成致します。

●サイズ：40×60mm（１枚/袋）
　　　　  40×60mm（２枚/袋）
●カラー：ホワイト（反射面）

102 26003

【製品イメージ】
文字とイラストをオリジナルに変更頂けます。

【製品イメージ】
文字とイラストをオリジナルに変更頂けます。

1枚/袋（100袋～）1枚/袋（100袋～） 2枚/袋（50袋～）2枚/袋（50袋～）

サイクルピアスほたるくん
トライアングル型
ハンドグリップに付ける車幅灯
360度どの角度からも確認できます。

●サイズ：67×65mm
●カラー：黄・ピンク

103 13022 ピカホルダー（ゴムひもタイプ）
超高輝度の両面反射ホルダー。高齢者の方にも取付
けやすいゴムひもタイプです。色々なバッグに。

●サイズ：φ35mm
●カラー：白・黄

104 23007

サイクルピアスほたるくん105 0512062
ドロップ型
ハンドグリップに付ける車幅灯
360度どの角度からも確認できます。

●サイズ：57×37mm
●カラー：黄

シグナルたまGO
高発光の点滅LEDライトと両面に種類の異なる
反射材を使用。杖、鞄などに着けておきますと
100M先から視認できます。付属のピン使用で
自転車の車幅灯として接触事故防止に！

●サイズ：縦54×幅39×厚13mm
　　　　（※キーホルダー部含む）
●カラー：グリーン・イエロー・ピンク

106 21007

反射材付ボールペン108 18005 暗号反射シール
電話番号を印刷する事で地域が特定でき迷子
や徘徊、紛失物等の早期発見に役立ちます。
例：TEL 03-0000-0110（東京-地区-警察署）

107 20001

●サイズ：11×34mm×2枚
　ロットにより印刷可
●最少発注数：1,500個

●サイズ：反射材 φ2.5／ボールペン 全長147mm
●カラー：ブラック・ソフトブルー・ソフトグリーン・
オレンジ・ピンク・ホワイト ※インクは全て黒

使い易いクリップ式ボールペンに
最高級グレードの反射材を搭載。
鞄や衣類等の付ける事により、交
通事故防止に！！

※印刷イメージ

ちょこぴかシール
高輝度で曲面に貼り付け可能。黒でも良く反
射し、シーンに合わせた多彩なカラーバリエー
ション。自転車に、靴に、カバンに…。スタイル
に合わせた“魅せる反射材”

●サイズ：80ｍｍ×72ｍｍ
●カラー：ホワイト・ブラック・イエロー
　　　　  レッド・ブルー・グリーン

110 24008きらデコシール
身の回りのモノをお洒落にデコレーション。
かわいい動物や花のシルエットで、楽しく交
通安全！柔軟性のあるシールで曲面にも追従
します。

●サイズ：80ｍｍ×72ｍｍ
●種　類：恐竜（ホワイト）・
うさぎ（イエロー）・犬（レモンイエロー）・
猫（ブラック）・花（オレンジ）

109 24007

ぷよぴかシール
昼も夜もキラキラ光るソフトで立体的
キャラクターシール。全9種。

●サイズ：67×67mm
●カラー：パンダ、猫・犬・兎
　　　　 コアラ・蛙・イルカ・桜・千鳥

111 12023

どこでも貼れる超高輝度シート。

THE 700
●サイズ：○φ20mm
　　　　  □37×20mm

112 0512034

反射アイロンシール
布製品にアイロンで貼り付けできる反射シール。
体操袋や靴入れ、登園バッグなどに貼り付けできます。

●サイズ：40mm×70mm
●カラー：シルバー

113 27006

高輝度反射シール　ラインR8
自転車後輪や泥よけ部等の曲面に貼れる反射
シール。車等のライトに反射し、ドライバーに存
在を知らせます。

●サイズ：約210×8mm×8枚入

99 25002 自転車お知らせ用 鈴ピカくん
自転車の車軸に取付簡単。超高輝度の反射
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　　　　（5分鈴付き）
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きらリボン
バッグ、靴、服等のジッパーの穴に通すだけ
で簡単装着。普段のスタイルを損なわない
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●サイズ：大11ｍｍ×80ｍｍ　
　中10ｍｍ×70ｍｍ　小7ｍｍ×50ｍｍ
●カラー：白/銀、黄/銀、橙/銀
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ピカ黒カジュアル スーパー500
黒・白どちらの靴にも！ 超高輝度反射材がベースな
ので、コンパクトなサイズながら、強烈に反射しま
す。（強粘着タイプ）

●サイズ：8×34.5mm 2枚
●カラー：シルバー（黒格子柄）

115 27007 ブラックほたるくん35
普段は、目立たない黒色反射材ですが超
高輝度反射材を使用しているので６０ｍ
先からでもピカッと強烈に光る！

●サイズ：8×35mm×2枚
●カラー：シルバー（黒格子柄）

116 27017

ピカ黒カジュアル スーパー500 
(普及タイプ・切取り式）

黒・白どちらの靴にも合うデザイン。（強烈な反射+
強粘着）切取り線入りだから、街頭での配布や貼付
けキャンペーン等にも最適。 

●サイズ：8×34.5mm 10枚
●カラー：シルバー（黒格子柄）

117 27008 ブラックほたるくんX4
４枚付きなので靴の側面とカカトに貼ると、
横断中の交通事故防止に役立つ超高輝度
反射シール。

●サイズ：ブラック：8×35mm×2枚
　　　　  シルバー：6×35mm×2枚

118 27016

超高輝度反射ステッカー！強力な接着
力と、適度な軟度で様々な靴に適して
います。

ミニほたるくん2
超高輝度タイプの2枚セットで、小さいサ
イズで目立ちにくく杖、靴、自転車、カバ
ンなどお好きな場所に貼って頂けます。

●サイズ：8×24mm×2枚
●カラー：シルバー

120 21019

ミニ靴ほたるくん10
１シートに反射シールが10枚ついており、
キャンペーンなど数多くの枚数が必要なときに
便利です。

●サイズ：8×24mm×10枚
●カラー：シルバー
●最少発注数：300個

122 20024ピカイチくんスーパー1000
（普及タイプ・切取り式）

強力な接着力を持つ、超高輝度反射ステッカー！
切取り線入りだから、街頭での配布や
貼付けキャンペーン等にも最適。

121 23010

ピカイチくんスーパー1000
●サイズ：8×45mm 2枚
●カラー：シルバー

●サイズ：8×45mm 10枚
●カラー：シルバー

119 23011

※切取り線入り※切取り線入り

ピカ黒くんスーパー400
（普及タイプ・切取り式）

黒色で目立たず、夜間は強烈に反射！切取り線入りだから、
街頭での配布や貼付けキャンペーン等にも最適。

●サイズ：8×45mm 10枚
●カラー：黒格子柄

125 23008 靴ほたるくん・2
超高輝度、高角度反射材を使用し粘着シール面には
強度粘着剤を使用しておりますので、剥がれにくく
様々な物に貼れます。

●サイズ：9×49mm×２枚
●カラー：黒・白
●最少発注数：450個

126 18007

※切取り線入り※切取り線入り

ピカ黒くん（靴かかと・側面用）
黒格子柄だから、昼間は目立たず、夜間
は車のライトに高輝度反射。靴かかと＋
側面の２ケ所に貼って、安全度アップ！

●サイズ：8×45mm  2枚
　　　　  11×21.5mm  2枚
●カラー：黒格子柄

●サイズ：10×22mm  6枚
●カラー：シルバー

127 20017 ピカイチ・ポイント
強力な接着性能と、適度な軟度があるので、ス
ニーカー、杖、カバン、カサ等、多目的に貼れる超
高輝度タイプ。

128 20002

お手持ちのスニーカーの靴ひもを、オシャレな反
射タイプに付替えて、夜間は車のライトに強烈に
広角反射します！

ピカイチくん　反射靴ひも
●サイズ：長さ1.2m（1足分2本入り）
●カラー：ネイビー

129 21012

ピカ黒くんスーパー400
黒色で昼間は目立たず、超高輝度反射材がベース
なので、夜間は車のライトに、強烈に反射します。
（強粘着タイプ）

●サイズ：8×45mm 2枚
●カラー：黒格子柄

123 23009 ブラックほたるくん80
超高輝度反射材に黒色印刷を施し更に黒く！高級革
靴のかかとに馴染む反射材！後方及び横断中の側面
からでも光って見え安全！（脱塩ビ反射素材使用）

●サイズ：5×80mm×2枚
●カラー：シルバー（黒ライン）

124 23013

ピカイチくんカラー300
オシャレなカラー＆強粘着タイプの靴用高輝度
反射ステッカーです。カサ、バッグ、ランドセル、
ヘルメットなどにも…。

●サイズ：7.5×55mm×2枚
●カラー：赤・黄・青

130 25007
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ソーラー式白バイ看板139 28003

昼夜は白バイ本体と警察官姿、夜はソーラー赤色灯が点灯し、ヘッドライトが当たると白バイが浮かび上がり事故防止効果は抜群です。 ●サイズ：900×1500mm・900×1800mm
●カラー：フルカラー

昼は標語、夜は検問中の警察官に変身。安全運転を呼び掛ける看板です。電柱に巻き
付け可能です。（看板の文字は変更できます。）●サイズ：0.4×300×1350（920）mm

昼は標語入り看板。夜はライトに反射して本物そっくりのパトカーに変身。速度抑制効
果は抜群です。（看板の文字は変更できます。） ●サイズ：890×1800×55mm

パト看板1140 27011 パト看板A-1タイプ141 27012

文字あり／検問姿のみ文字なし 反射材タイプ(片面・両面)／ソーラー赤色灯タイプ(片面・両面)

ソーラー赤色灯タイプ（片面・両面）

リード ほたるくん
小・中型犬のリードやジョギング等のタスキとして肩や
腰に巻きますと、どの角度からでも視認できます。

●サイズ：φ1.2cm×1.3m
●カラー：青×黄・黒×赤

136 15017

LED反射クリップライト138 26005

●サイズ：95×40mm　●マジックテープ式
●赤色LED４個 　●ボタン電池１個使用
●カラー：白・黄　●最少発注数：500個

反射とLED発光で視認性向上。
電池は消耗したら交換可能。

ピッ歩忍者131 28007

超高輝度反射と強接着力が特徴の反射シール。
靴や鞄にしっかりと付き、昼間は目立ちません。

●サイズ：5.5×80mm　4枚
●カラー：ブラック

ピッ歩132 28008

超高輝度反射と強接着力が特徴の反射シール。
短冊2枚、メガネ型シール2枚入。

●サイズ：5.5×80mm　2枚
　　　　 18×43mm　2枚
●カラー：シルバー

光るリード「輝き」
高輝度反射材使用小型犬用リード。
とても軽い形状で、お散歩の負担になりません。

●サイズ：1cm×1.4m（※金具部含む）
●カラー：ピンク・ブルー

135 21008

反射“のびのび”手袋137 0512052

大人からお子さままで使えます。 ●カラー：黄・赤・水色
　　　　 レモンイエロー・青・緑・紺

ピカ！ほたるくん
超高輝度、高角度反射材を使用し反射面積が広いので安
全です。粘着シール面には強度粘着剤を使用しております
ので、はがれにくく様々な物に貼れます。

●サイズ：9×39mm×２枚
●カラー：黒
●最少発注数：700個

133 19003 高輝度反射テープ
ドロよけなど各所に取付けられます。
一組：橙1枚・白2枚

●サイズ：25×150mm

134 0512053
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交通誘導用矢印板
交通事故の発生時、警察官などが自転車やバイクで
臨場しての夜間交通規制・誘導や受傷事故防止に。

反射材を視認する双眼鏡型のコンパクトな専用ライト。LEDパワーレンズで強力照射！！

●サイズ：約230×460×5mm
　　　　（縦×横×厚さ）

143 25013

非常用目印  蛍ロープ
高輝度反射材を編込み、軽量素材を使用したロープです。
引っ張り強度は強くとても丈夫で、侵入禁止場所や危険区
域等をドライバー等に知らせるのに便利です。

●サイズ：φ1.2cm×10m
●カラー：黄×黒

145 18002

バック見守り君リバーシブル
車輌を一旦停止し置く事で、死角を直接目視確認するので
バック時の事故防止対策になります。作業中の安全確保に！
停車後置く事で後方から接近する人や自転車、車などに注
意を促し接触事故や追突事故防止になります。

●サイズ：60×30×35cm
　平置き最厚約5cm
●カラー：（本体）オレンジ
　（反斜面）ホワイト

142 24010

アクアライトトラロープ
プリズム型反射素材を織り込んだ商品で集中豪雨や
水の中など、ロープの表面が水に覆われた状態でも
高輝度の反射力が保てるロープです。

●サイズ：太さ10mm×50m巻
●カラー：黄×黒
●発注単位：10m

144 25010 反射視認暗室テント10 150,000円（税抜）

イベント会場で真夜中を再現でき、反射効果をリアルに体験して頂けます。
組み立ては簡単で収納はコンパクトに持ち運びもできます。

148 反射視認暗室テント20 180,000円（税抜）149

【反射視認暗室テント10】
●サイズ：約208×100×200cm
●重量：約13kg

【反射視認暗室テント20】
●サイズ：約208×200×200cm
●重量：約20kg

イベントにおすすめ

イベントにおすすめ

（五十音順）

安全企画工業（株）
（株）上原商店
（株）榮伸
(有)オフィス シモハラ
(株)片倉
(株)カワスミ

(株)キタダトレーディング
（株）コンツナ
サンエス技研（株）
サン高千穂（株）
（株）産業資材センター
（株）シクソン

（株）スリーライク
（株）タマ商会
デコラテックジャパン（株）
（株）東京スリーエム
（株）ナカネ
中浜工芸（株）

七欧産業（株）
日本反射器工業(株)
（株）パイロットコーポレーション
（株）フシミ
（株）丸仁
マルワ工業（株）

八欧産業（株）
（株）ヤマグチ工芸社  
（株）ヨシオ
（有）ランクス・コーポレーション

会 員

mail:info@jp-respa.com URL http://jp-respa.com

〒102-0074　東京都千代田区九段南4丁目6番1 - 402　
電話03（3288）8804　FAX03（3288）6580一般社団法人 日本反射材普及協会

なるほどメガネ
●サイズ：ライト：約115×42mm、メガネ型プレート：約175×65mm

146 1,800円（税抜） リフレクティブライト [ 反射材視認専用ライト ] 2,000円（税抜）
●サイズ：タテ100×ヨコ80×高さ50mm　●３LED仕様 [ストラップ付き]
●アルカリ単４乾電池３本使用　●連続使用の目安時間：20～24時間
●カラー：ピンク・ブルー・ライトグリーン

147

反射材確認グッズ

お問い合せ
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交通誘導用矢印板
交通事故の発生時、警察官などが自転車やバイクで
臨場しての夜間交通規制・誘導や受傷事故防止に。

反射材を視認する双眼鏡型のコンパクトな専用ライト。LEDパワーレンズで強力照射！！

●サイズ：約230×460×5mm
　　　　（縦×横×厚さ）

143 25013

非常用目印  蛍ロープ
高輝度反射材を編込み、軽量素材を使用したロープです。
引っ張り強度は強くとても丈夫で、侵入禁止場所や危険区
域等をドライバー等に知らせるのに便利です。

●サイズ：φ1.2cm×10m
●カラー：黄×黒

145 18002

バック見守り君リバーシブル
車輌を一旦停止し置く事で、死角を直接目視確認するので
バック時の事故防止対策になります。作業中の安全確保に！
停車後置く事で後方から接近する人や自転車、車などに注
意を促し接触事故や追突事故防止になります。

●サイズ：60×30×35cm
　平置き最厚約5cm
●カラー：（本体）オレンジ
　（反斜面）ホワイト

142 24010

アクアライトトラロープ
プリズム型反射素材を織り込んだ商品で集中豪雨や
水の中など、ロープの表面が水に覆われた状態でも
高輝度の反射力が保てるロープです。

●サイズ：太さ10mm×50m巻
●カラー：黄×黒
●発注単位：10m

144 25010 反射視認暗室テント10 150,000円（税抜）

イベント会場で真夜中を再現でき、反射効果をリアルに体験して頂けます。
組み立ては簡単で収納はコンパクトに持ち運びもできます。

148 反射視認暗室テント20 180,000円（税抜）149

【反射視認暗室テント10】
●サイズ：約208×100×200cm
●重量：約13kg

【反射視認暗室テント20】
●サイズ：約208×200×200cm
●重量：約20kg

イベントにおすすめ

イベントにおすすめ

（五十音順）

安全企画工業（株）
（株）上原商店
（株）榮伸
(有)オフィス シモハラ
(株)片倉
(株)カワスミ

(株)キタダトレーディング
（株）コンツナ
サンエス技研（株）
サン高千穂（株）
（株）産業資材センター
（株）シクソン

（株）スリーライク
（株）タマ商会
デコラテックジャパン（株）
（株）東京スリーエム
（株）ナカネ
中浜工芸（株）

七欧産業（株）
日本反射器工業(株)
（株）パイロットコーポレーション
（株）フシミ
（株）丸仁
マルワ工業（株）

八欧産業（株）
（株）ヤマグチ工芸社  
（株）ヨシオ
（有）ランクス・コーポレーション
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一般財団法人 

全日本交通安全協会
〒102-0074　東京都千代田区九段南4丁目8番13号（URL）http://www.jtsa.or.jp/

推薦
電 話03（3264）2641 FAX03（3264）2645

本　　　社 〒629-0311 京都府南丹市日吉町胡麻イカガヘラ13-8　　　 　 0771-74-1039
東京営業所 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-1 日東本石町ビル6階　 03-6265-1826

電子・光学製品事業本部　反射事業部
本 社（東京） 〒108-8466

TEL:03-5462-8206
TEL:06-6233-0502大阪支店

FAX: 03-5462-8271
FAX: 06-6233-0507

東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル22階

http://www.carbide.co.jp/

発行元　一般社団法人 日本反射材普及協会　2017.4.1

夜 に 存 在 感 と 安 心 感

ダイヤモンドグレード
スコッチライト 反射シート

反射シート3M
3M

0570-012-123 カスタマーコールセンター　
（受付時間／8：45～17：15 月～金（土・日・祝・年末年始は除く））

0570-011-321 カスタマーコールセンター　
（受付時間／8：45～17：15 月～金（土・日・祝・年末年始は除く））

安全衛生製品事業部トラフィック セーフティ・セキュリティ事業部

製品お問合せ先 製品お問合せ先

2017反射材カタログ_表紙2
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2017反射材カタログ【認定製品】2017反射材カタログ【認定製品】

Japan
Retro
Reflective
Promotion
Association


