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注目の新商品をご紹介！！

NEW ITEMNEW ITEM

NEW ITEMNEW ITEM

1

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…。

　25007  6
●サイズ：7.5×55mm×2 枚
●カラー：赤・黄・青

70円（税抜）

しあわせの黄色い帽子（キャップ）
“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。

　26002  124
●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 )

3,000円（税抜）

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。

　26004  126
●反射プレートサイズ：45×45mm
●カラー：ピンク・ブルー・ブラック・
　　　　　イエロー・グリーン

250円（税抜）

LED反射クリップライト
反射とLED発光で視認性向上。
電池は消耗したら交換可能。

　26005 127
●サイズ：95×40mm　●マジックテープ式
●赤色 LED ４個 　●ボタン電池１個使用
●カラー：白・黄　●最少発注数：500 個

520円（税抜）

ウィングリフレクター
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。

　26001  123

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。

　25002  1
●サイズ：約 210×8mm×8 枚入

300円（税抜）

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。

　25003  2
●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

200円（税抜）

自転車用超高輝度反射ステッカーピカイチくん
100 ｍ手前から車のライトに強烈に反射
します。自転車のハンドルグリップやフ
レーム、後部などに。

　25004  3
●サイズ：15×112mm×2 枚
●カラー：シルバー

150円（税抜）

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。

　25005  4
●サイズ：M サイズ
●カラー：蛍光ピンク

3,290円（税抜）

くまモン反射パスケース
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！

　25006  5
●サイズ：100×68mm

500円（税抜）

●最少発注数：25 個

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。

　26003  125
●サイズ：40×60mm（１枚/袋）
　　　　  40×60mm（２枚/袋）
●カラー：ホワイト（反射面）

200円（税抜）
400円（税抜）

1枚入り/袋
2枚入り/袋

550円（税抜）
750円（税抜）脱落防止装置付

標準型
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自転車に
反射材を付けて
事故防止！

ホイール／フレーム自転車用

2

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。

　20018  13
●サイズ：36×82mm
●カラー：白

90円（税抜）

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。

　20019  14
●サイズ：36×82mm
●カラー：蛍光黄

90円（税抜）

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

　0512036  15
●カラー：白・黄・橙

270円（税抜）

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

　0610090  16
●サイズ：20×130mm
●カラー：白

500円（税抜）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。

　25013  12
●サイズ：約 230×460×5mm
　　　　（縦×横×厚さ）

6,000円（税抜）

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。

　25012  11
●サイズ：高さ約 12cm
●カラー：シルバー（反射）

オープン価格

しあわせの黄色い帽子
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。

　25008  7
●サイズ：大きさを調整出来る後ろアジャスター機能付き
　M （５２ｃｍ～５４cm 対応）、L  （５４ｃｍ～５６ｃｍ対応）
　２L  ( ５６ｃｍ～５８ｃｍ対応 )

3,000円（税抜）

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。

　25009  8
●サイズ：大 11 ｍｍ ×80 ｍｍ
　　　　  中 10 ｍｍ ×70 ｍｍ
　　　　  小 7 ｍｍ ×50 ｍｍ
●カラー：白 / 銀、黄 / 銀、橙 / 銀

340円（税抜）

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。

　25010  9
●サイズ：太さ10mm×50m巻
●カラー：黄 × 黒
●発注単位：10m

4,000円（税抜）

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。

　25011  10
●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

667円（税抜）

10m
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自転車に
反射材を付けて
事故防止！

HANDLE  ハンドル

BASKET  カゴFENDER  フェンダー
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

　0512053  21
●サイズ：25×150mm

230円（税抜）

サイクルピアスほたるくん
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。

　0512062  22
●サイズ：57×37mm
●カラー：黄

180円（税抜）

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。

　21018  25
●サイズ：18×430mm
　　　　（※ 反射部のみ）
●カラー：イエロー

270円（税抜）

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。

　13022  23
●サイズ：67×65mm
●カラー：黄・ピンク

250円（税抜）

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！

　21007  24
●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

580円（税抜）

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

　0710009  17
●サイズ：85×30mm 厚さ 10mm
●カラー： 黄・グレー・青・緑・
　ピンク・黒・白

110円（税抜）

ホイールリフレクター（キャラクター）
夜間走行時に自転車の存在を、いち早くド
ライバーに認知させます　リフレクターに貴
県（企業）のマスコットが入れられます。

　17007  18
●サイズ：35×72mm
　キャラクター部 15×20mm
●カラー：シルバー

400円（税抜）

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。

　22002  20
●サイズ：反射部：10×81.5mm
　（5 分鈴付き）
●カラー： シルバー

車軸に貼る 車軸に貼る 
車軸に貼る 

車軸に貼る 

100円（税抜）
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ウエアー・その他歩行者用

4

反射こども安全傘
丈夫な丸線骨 8 本を使用し、安全に配慮
した反射ジャンプ傘です。

　18018  32
●サイズ：55cm
●カラー：黄

ルミサイト ジャンプ傘
シースルータイプの反射傘　向かい風でも
前方の視界を妨げず安全です。

　18019  33
●サイズ：60cm ジャンプ傘
●カラー：透明

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。

　22018  30
●サイズ：フリー
●カラー：ライムイエロー

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。

　22017  29
●サイズ：フリー

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。

　20005  36
●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

印刷イメージ

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）

　14032  35
●サイズ：36cm 折り傘
●カラー：紺

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。

　15013  31

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光レモンイエロー・紺

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）

　18017  34
●サイズ：60cm
●カラー：紺

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。

　24010  27

バック見守りくん リバーシブル

 

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

2,800円（税抜）

2,000円（税抜）

2,250円（税抜）

14,300円（税抜）

650円（税抜）

700円（税抜）

3,500円（税抜）

2,500円（税抜）

220円（税抜）

反射して
交通事故防止！
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反射して交通事故防止
アクセサリーとしても！

反射“のびのび”手袋
大人からお子さままで使えます。

　0512052  41
●カラー：黄・赤・水色
　レモンイエロー・青・緑・紺

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。

　15012  39

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。

　15016  40

●サイズ：フリー
●カラー：蛍光レモンイエロー・紺

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

　15014  42

●カラー：紺・エンジ

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。

　15015  43

●カラー：オレンジ

マルチパスケース
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。

　18022  45
●サイズ：100×68mm　
　※ ２つ折状態
●カラー： 透明・黒

反射材付ボールペン
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！！

　18005  44
● サイズ：反射材 φ2.5／ボールペン 全

長 147mm  　※ インクは全て黒
● 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

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！

　13015  37
●サイズ：バックで調整可能
●カラー：黒・白

1,500円（税抜） 2,900円（税抜）

530円（税抜）

反射ワッペン付帽子 　0512059  38
●サイズ：バックで調整可能
●カラー：黒・青・赤

1,200円（税抜） 6,000円（税抜）

4,000円（税抜） 180円（税抜）

2,300円（税抜） 300円（税抜）
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タッグ・キーホルダー・その他歩行者用

6

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。

　0512030  57
●サイズ：φ30mm

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。

　101006  51
●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

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！

　14025  55
●サイズ：φ140×27mm
●カラー：白・黄

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。

　0710007  54
●サイズ：38×65mm
●カラー：黄・白

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

　101017  49

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。

　12011  50
●サイズ：φ35mm
●カラー：白・黄

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。

　21023  56
●サイズ：50×45mm
●カラー：オレンジ

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。

　22009 53
●サイズ：約 35×60mm　※ 反射部のみ
●カラー：グリーン

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。

　22008  52
●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

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。

　22007  47
●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

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。

　22021  48
●サイズ：φ32mm
●カラー：ピンク・シルバー・
　　　　  ブルー

ちびまる子ちゃん高輝度反射ストラップ
子どもはもちろん大人にも人気の「ちびまる
子ちゃん」安全と反射を意識したちょっと大
きめな高輝度反射のストラップホルダーです。

　21009  46
● サイズ：65×95mm 
● カラー：ホワイト

429円（税抜） 250円（税抜）

250円（税抜） 250円（税抜）

170円（税抜） 400円（税抜）

210円（税抜） 600円（税抜）

200円（税抜） 230円（税抜）

250円（税抜） 150円（税抜）
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夜間歩行の事故防止！

7

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。

　23007  66
●サイズ：φ35mm
●カラー：白・黄

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。

　22022  62
●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

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。

　17020  63
●サイズ：7.5×70mm
●カラー：レインボー

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。

　17021  64
●サイズ：15×80mm
●カラー：ホワイト・オレンジ
　　　　  イエロー・ブルー

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。

　24004  65
●サイズ：12×21mm
●カラー：シルバー

アクアストラップ
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。

　15006  61

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。

　15018  58
●サイズ：φ32mm
●カラー：イエロー

反射キーホルダー
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！！

　15019  59
●サイズ：9×50mm
●カラー：イエロー・ホワイト

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。

　15010  60
●サイズ：17×24mm
●カラー：イエロー・シルバー

130円（税抜） 250円（税抜）

180円（税抜）

180円（税抜） 300円（税抜）

200円（税抜） 200円（税抜）

500円（税抜） 200円（税抜）
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BAG  バッグ反射手提げバッグ
ラインが強力に光る、
多目的ナイロンバッグ。

　111101  71
●サイズ：310×295×100mm
●カラー：紺

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。

　22001  73
●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

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。

　19002  72
●サイズ：使用時 370×400mm
　収納時 90×100mm
●材質：ポリエステル

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）

　13012  74
●サイズ：400×300×110mm
●カラー：紺・黒・緑・グレー・
　スカイ・茶

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）

　13013  75
●サイズ：310×390×160mm
●カラー：紺・黒・緑・グレー・
　スカイ・茶

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）

　14002  76
●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

反射ベスト（ピカベスト）
生地に反射糸を織り込んだメッシュ素材のジャ
ケット。通気性抜群。夜、車のライトでピカッと
光り反射効果抜群。反射材体験教室アピール最適。

　24003  68
● サイズ：M・L・LL　
●カラー：黒・黄

反射ジャケット（ピカジャケ）
生地に反射糸を織り込んだメッシュ素材のジャ
ケット。通気性抜群。夜、車のライトでピカッと
光り反射効果抜群。反射材体験教室アピール最適。

　24002  67
● サイズ：M・L・LL　
●カラー：黒

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。

　23012  69
●サイズ：56×39mm
●カラー：ピンク・シルバー
　　　　  イエロー  

バッグ・ウェアー・シューズ・その他歩行者用

8

ピカイチくん　反射靴ひも
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！

　21012  70
●サイズ：長さ 1.2m（1 足分 2 本入り）
●カラー：ネイビー

20,000円（税抜） 380円（税抜）

5,000円（税抜） 600円（税抜）

470円（税抜） 10,780円（税抜）

940円（税抜） 11,330円（税抜）

50,000円（税抜） 10,190円（税抜）
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光って、知らせて、
アームバンド、タスキで
事故防止！

9

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。

　24007  78
●サイズ：80 ｍｍ ×72 ｍｍ
●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）

200円（税抜）

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。

　22006  79
●サイズ：30×350mm
●カラー：イエロー

　

キ
ャ
ッ
プ

↓
部
分
拡
大

180円（税抜）

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”

　24008  80
●サイズ：80 ｍｍ ×72 ｍｍ
●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

160円（税抜）

反射リストバンド
腕、手首、足などにワンタッチ。

　0512011  82
●サイズ：32×320mm
●カラー：白・黄・赤

250円（税抜）

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）

　19006  83
●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）

800円（税抜）

反射タスキ 
マジックテープ付で取りはずしが簡単にで
きます。

　0512054  84
●サイズ：45×1300mm
●カラー：反射面グレー

510円（税抜）

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。

　21016  85
●サイズ：50×400mm
●カラー：イエロー
　ロットにより名入れ可

　

キ
ャ
ッ
プ

↓
部
分
拡
大

250円（税抜）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。

　24009  81
●サイズ：約 90×400mm
●カラー：本体イエロー

400円（税抜）
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ベルト・タスキ・腕章歩行者用

10

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。

　21008  95
●サイズ：1cm×1.4m（※ 金具部含む）
●カラー：ピンク・ブルー

580円（税抜）

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。

　15017  98
●サイズ：φ1.2cm×1.3m
●カラー：青 × 黄・黒 × 赤

1,080円（税抜）

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。

　18002  92
●サイズ：φ1.2cm×10m
●カラー：黄 × 黒

5,400円（税抜）

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。

　16009  99
●サイズ：フリー
●カラー：ブラック・イエロー・
　レッド

350円（税抜）

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）

　0512025  87
●サイズ：40×1250mm
●カラー：反射面シルバー

550円（税抜）

編み込みブレスレット
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。

　20006  88
●サイズ：12×250mm
●カラー：ピンク・イエロー・黒・ブルー

200円（税抜）

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。

　111115  89
●サイズ：40×1250mm
●カラー：反射面シルバー

600円（税抜）

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。

　14006  91
●サイズ：S（内径 55mm）
　M（内径 65mm）
●カラー：白・蛍光黄

270円（税抜）

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。

　111117  90
●サイズ：40×90mm
●カラー：反射面シルバー

180円（税抜）

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。

　22005  86
●サイズ：40×1300mm
●カラー：反射面白

280円（税抜）

健光ブレスレット

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。

 96
97

　14027  

●サイズ：フリー
●反射材：白

380円（税抜）
350円（税抜）

磁気タイプ

マイナスイオンタイプ

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！

　20017  93
●サイズ：8×45mm  2 枚
　　　　  11×21.5mm  2 枚
●カラー：黒格子柄

150円（税抜）
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反射材シールで
交通事故防止！

New

NewNew

NewNew

11

STICKER  ステッカー

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。

　23010  100
●サイズ：8×45mm 10 枚
●カラー：シルバー

※切取り線入り

250円（税抜）

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）

　23013  107
●サイズ：5×80mm×2 枚
●カラー：シルバー
　　　　 （黒ライン）

150円（税抜）

リフレクティブステッカー
傘やバックなどにしっかり
貼れる高輝度反射シールです。
おしゃれで可愛いデザイン揃ってます。

　23016  108
●サイズ：70×70mm
●カラー：クローバー（緑・赤・白）
　　　　  リボン（白・水色・青・ピンク）
　　　　  星（青・黄・白）

380円（税抜）

ピカイチくんスーパー 1000
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。

　23011  101
●サイズ：8×45mm 2 枚
●カラー：シルバー

65円（税抜） 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。

　20002  106
●サイズ：10×22mm  6 枚
●カラー：シルバー

120円（税抜）

ヒールライト（DX）
超高輝度プリズムシートをポッティング加
工、視認性抜群。靴のヒールに貼る。
1組：2本

　12010  103
●サイズ：5×130mm

250円（税抜）

New

NewNew

NewNew
ピカ黒くんカジュアル（靴かかと用）
高輝度反射ステッカー。カジュアルな黒格
子デザインです。適度な軟度と強力な接着
力で、どんな靴にもマッチします。

　22003  109
●サイズ：7×50mm×2 枚
●カラー：シルバー（黒格子柄）

80円（税抜）

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。

　21019  102
●サイズ：8×24mm×2 枚
●カラー：シルバー

70円（税抜）

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。

　23008  104
●サイズ：8×45mm 10 枚
●カラー：黒格子柄

※切取り線入り

270円（税抜）

ピカ黒くんスーパー 400
黒色で目立たず、夜間は強烈に反射！強
力な接着力と、適度な軟度で様々な靴に
適しています。

　23009  105
●サイズ：8×45mm 2 枚
●カラー：黒格子柄

70円（税抜）
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REFLECTION TESTER  
リフレクションテスター

反射材シールで
交通事故防止！

ステッカー歩行者用

12

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。

　20024  112
●サイズ：8×24mm×10 枚
●カラー：シルバー
●最少発注数：300 個

New

NewNew

NewNew

170円（税抜）

THE 700
どこでも貼れる
超高輝度シート。

　0512034  113
●サイズ：○ φ20mm
　　　　  □ 37×20mm

250円（税抜）

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。

　12023  110
●サイズ：67×67mm
● カラー：パンダ、猫・犬・兎
　コアラ・蛙・イルカ・桜・千鳥

200円（税抜）

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。

　19003  114
●サイズ：9×39mm× ２枚
●カラー：黒
●最少発注数：700 個

130円（税抜）

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）

　20001  111
●サイズ：11×34mm×2 枚
　ロットにより印刷可
●最少発注数：1,500 個

印刷イメージ

New

NewNew

NewNew

95円（税抜）

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。

　18007  115
●サイズ：9×49mm× ２枚
●カラー：黒・白
●最少発注数：450 個

140円（税抜）

反射視認ライト
反射材が簡単に視認できる携帯ライト
■ 反射材と蓄光、蛍光、ホログラム等（非反射材）の比較や反射材の輝度の

高低を簡単に見分ける事が出来る、ハンディータイプの視認ライトです。

　　  1171,800円（税抜）

レフトくん
遠くの反射材も視認できる高性能ハンディライト
■片手で持って、昼間でも遠くの反射材をもしっかり視認できます。　
　反射材普及の必需品です。（特殊光拡散フィルター使用）
　1.5V  単２電池２個使用（別売）

　　  1182,500円（税抜）

ゴーグルライト
ボックスタイプの反射視認ライト
■周囲の光を遮断するゴーグル形状ですので、暗室の効果になり、
　明るい室内や野外でも、反射材の輝度をしっかり確認することができます。
　単 3 電池 3 本（電池は梱包されています）

　　1195,000円（税抜）

リフレクティブライト 　　1222,000円（税抜）

教育用・反射実験セット 　　  116

サイズ：34×56cm サイズ：A4 サイズ：H65 ～ 145cm

50,000円（税抜）

反射実験スタンド＋反射パネル＋テキスト（3 点セット）
■ 反射パネルを壁に掛け 2 ～ 3m 程離れた所に実験スタンドを設置して使用します。
■  「どちらが反射パネル」には反射材と間違えやすい素材が貼ってあり、反射材との

違いをわかりやすく説明できるパネルで、反射材の安全性を教える事が出来ます。

●サイズ：タテ10cm×ヨコ８cm×高さ5cm　●3LED  アルカリ単４電池３本
●カラー：ピンク・ブルー・ライトグリーン
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「反射材エキシビション２０１4 開催」
〜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〜

９月１0日（水）・9月11日（木）江戸東京博物館1階会議室にて＜反射材エキシビション２０１4＞を開催致しました。
会場では、反射材の原理や効果等を解りやすく説明するコーナーや、その視認性を体験して夜間の安全性を理解して
もらうコーナー等が設けられ、アトラクションでは全国の服飾デザイン学校や地方自治体から反射材を活用したオリジ
ナルデザインのアパレル作品が展示されマスコミでも報道されるなど、反射材の夜間の交通事故防止効果や多様化が
進む反射材製品について、より多くの人々に紹介する催しとなりました。

反射視認暗室テント 10
反射視認暗室テント 20

反射視認暗室テント 20

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。

●サイズ：約 208×100×200cm
●重量：約 15.5kg

●サイズ：約 202×200×200cm
●重量：約 13kg

反射視認暗室テント 10

イベントにおすすめ

イベントにおすすめ
　　120
　　121

136,500円（税抜）
157,500円（税抜）
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表面に自転車用、歩行者用に分けた反射材製品の現品サンプルを展
示して、裏面に蛍光、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。

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） ▼ 展示販売POP（高さ465×幅800×厚み3mm）

この部分は現物を貼っています。

一般社団法人 日本反射材普及協会 
第0512000号 

JPマークのついた製品は、内閣府・警察庁・財団法人全日本交通安全協会・
一般社団法人日本自動車連盟・社団法人日本自転車協会など関係省庁・団体
の役職員や学識経験者の方々により構成された委員会において、反射効果の
ある優れた製品として審査認定されたものです。

●サイズ：約 202×200×200cm
●重量：約 13kg

両面仕様1枚（片面反射材用品付）
片面仕様2枚組（片方反射材用品付）

20,000円（税抜）
25,000円（税抜）

反射材
暗い夜道の
護身術

会 員

一般財団法人 全日本交通安全協会
各都道府県交通安全協会

〒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/

mail:jp-respa@r3.dion.ne.jp URL http://jp-respa.com

JP-RESPA事務所　
〒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

Japan  Reflector  Spread  And  Promotion  Association

お問い合わせ
お申し込みは

電 話03（3264）2641 FAX03（3264）2645

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/

27.5.5B

（五十音順）

安全企画工業（株）
（株）上原商店
（株）榮伸
岡崎産業(株)
(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）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）
（株）ニューソニック
（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

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 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-5-14入江ビル6F　 03-6265-1826

ダイヤモンドグレード
スコッチライト

夜 に 存 在 感 と 安 心 感

反射シート
反射シート3M

3M

製品お問合せ先 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））

製品お問合せ先 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
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反射材カタログ 2015
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