高崎保安機材
学校・教育機関向けカタログ

2. のぼり
6. 立看板

5. 掲示板

3. バリケード

6. 立看板

6. スタンド看板

4. 路面標示シート

4. 路面標示シート

1. コーン・コーンバー

1. コーン・コーンバー

名入れ可能
商品です！

スコッチコーン（反射シート付きコーン）
サイズ：□380xH700mm
重 量：約 700g
材 質：PE、封入反射シート

コーンバー

サイズ：Φ34x2000mm

特注デザイン可能
2. のぼり 名入れ可能
商品です！
商品です！

のぼり
RS コーン（ウェイト一体型コーン）
サイズ：□380xH700mm
重 量：約 3.7kg
材 質：PVC（軟質塩ビ）

校門

サイズ：W450xH1500mm
材 質：ポンジ
文言、カラー・マーク等自由にお入れできます。
イエロー、ピンクは蛍光色も可能です。

名入れ可能
商品です！

特注デザイン可能
商品です！

シール（一部商品は印刷）による名入れが可能な商品です。
特注デザインに対応した商品です。
打ち合わせ→デザイン→お客様によるご確認→制作となります。

防犯パトロール巡回中

人権尊重宣言の町

安全の街

みんなでつくろう

特別警戒実施中

実施中

地域安全パトロール

サイズ：□380xH700mm
重 量：約 700g
材 質：PE

防犯運動

交通安全

カラーコーン

3. バリケード 名入れ可能
商品です！
バリケード各種

4. 路面標示シート 特注デザイン可能
商品です！

屋外使用を考慮したバリケードです。
鋼製、樹脂製各種ございますのでお問い合わせ下さい。
名入れ、記名内容も指定できます。

路面標示シート
専用の下地剤を塗布しコンクリート・
アスファルトに貼るシートです。
記名内容は自由に指定できます。

駐車禁止
みぎをみて

ひだりをみて

職員室

5. 掲示板
屋外用アルミ掲示板

屋外での耐候性に優れたアルミ製の掲示板です。
引き戸ガラス式、跳ね上げ式、ガラスなしのものなど他にも種類がございますのでお問い合わせ下さい。
1594
1294
1894
1396
1096
1696

1027
1800

1800

1800

6. 特注案内板・標語

857

857

857

857

857
90

90

90

看板 ( スタンド型看板・立看板 ) 特注デザイン可能
商品です！

不審者・不審車両に注意

〇〇警察署
〇 〇 区

顔や服の特長︑車のナンバーを通報して下さい︒

!

不審者を見たら すぐ１１０番！

板面について
板面は薄鉄板またはアルミ複合板
を使用します。アルミ複合板は
ポリエチレン樹脂を薄いアルミで
サンドしたもので軽量で耐候性に優れ、
これらの表面に印刷したシートを
貼り板面を制作します。

立看板（支えなし）は木、鉄、
アルミの角材で制作いたします。
枠サイズ、板面サイズの指定が
可能ですのでご相談下さい。

この先学校出入口につき

特注スタンド型（自立式）看板は鉄製の
丸パイプ、角パイプで制作いたします。
枠サイズ、板面サイズの指定が可能です
のでご相談下さい。

子どもの飛び出し注意

注意

アルミ
２〜５mm
発泡ポリエチレン樹脂

アルミ

※掲載商品以外でも取り扱い多数ございます。
お問い合わせください。

7. テント

6. 案内板（打ち込み式）
5. 清掃用品
（メッシュくずかご）
4. レスキューベンチ
6. 案内板（打ち込み式）

1. スタンド看板

2. ポストコーン
2

. 車止め
3. コーンサイン

特注デザイン可能
1. スタンド看板 名入れ可能
商品です！
商品です！

サインボックス（片面式）

サイズ：W475xD290xH700mm( ウェイト付 )
本体重量：3.2kg( 満水時 35kg)
表示サイズ：450x348mm

サインキューブトール（両面式・片面式）

サイズ：W840xD470xH1100mm( ウェイト付 )
本体重量：8.3kg( 満水時 39kg)
表示サイズ：677x445mm
表示面が大きく、見やすいサインです。
ウェイトは注水タンク式です。

安定感がありスッキリとしたスタイルのサインです。
ウェイトは注水タンク式です。

サインキューブスリム（両面式・片面式）
サイズ：W505xD338xH1100mm( ウェイト付 )
本体重量：4.8kg( 満水時 13.4kg)
表示サイズ：651x246mm
横幅は抑えめで通路を妨げないサインです。
ウェイトは注水タンク式です。

フィールドアーチ（両面式・片面式）

サイズ：W1460xD255xH700mm( ウェイト付 )
本体重量：4.8kg( 満水時 24.5kg)
表示サイズ：240x875mm
景観に溶け込むアーチ型のバリケードサインです。
ウェイトは注水タンク式です。

屋外

名入れ可能
商品です！

特注デザイン可能
商品です！

サインピラミッド（三面式）

サイズ：一辺 570 三角 xH700mm( ウェイト一体型 )
本体重量：5.3kg( 満水時 35kg)
表示サイズ：上辺 100x 下辺 317xH407mm

三面表示のできるピラミッド型のサインです。
ウェイト一体型で安定した設置ができます。

シール（一部商品は印刷）による名入れが可能な商品です。
特注デザインに対応した商品です。
打ち合わせ→デザイン→お客様によるご確認→制作となります。

2. ポストコーン・車止め

特注デザイン可能
3. コーンサイン 名入れ可能
商品です！
商品です！

車両の進入を抑止する固定型の
コーンです。樹脂製ですので
人と車に優しい安心設計です。

カラーコーンにかぶせるだけ、
簡単設置のサインです。
イベント等仮設、短期間の表示に
活躍します。

サイズ：台座Φ200+ ポストΦ80mm

サイズ：W300xH500mm

4. レスキューベンチ

5. 清掃用品
メッシュくずかご
定番のメッシュくずかごです。

各種掃除用具

通常時はベンチとして、緊急時にはベルト付きの担架として
活用できるベンチです。
非常時への備えとして公共施設等での採用が進んでいます。

消火器置き場と一体になった
掃除用具ホルダー
校内の美化にお役立てください。

サイズ：W1780×D460×H380mm
重量：22.5kg

6. 案内板・各種標示板 特注デザイン可能
商品です！
校内を

撮影しています

学校長

来客用

関係者以外の
立ち入りを
禁止します

職員玄関

7. テント 名入れ可能
商品です！

パトロール
巡回場所
〇〇地区
青少協・防犯協会・青少推

アルミ複合板使用で耐候性が高く、ローコストな打ち込み
式の案内板です。順路案内、禁止行為などの表示に。
板のみの制作も可能ですのでフェンスなどにロックタイ
などで設置していただくことも可能です。設置用の穴開
け加工も承ります。

定番の折りたたみテントです。
フェスティバルテントもございます。
名入れも承りますのでご相談ください。

板サイズは 50x50 から 2000x1000mm まで
自由に設定していただけます。
※アルミ複合板については「校門」のページの解説もご参照ください。

※掲載商品以外でも取り扱い多数ございます。
お問い合わせください。

●
●

1. 吊り看板・国旗
3. ガラス用遮熱コーティング ZEROCOAT
4. 国旗

1. 吊り看板・国旗 特注デザイン可能
商品です！

2. 教育目標・スローガン

2. スローガン・教育目標 特注デザイン可能
商品です！
〜ひとりはみんなのために みんなはひとりのために〜

第○回〇〇中学校〇〇式

更なる高みを目指して ともに挑戦する

自主・自律

スローガン、教育目標などの表示に。
アルミ複合板やユポ紙を使ったものなど、
サイズも指定していただけます。

進取・創発

式事には欠かせない吊り看板です。
木製枠、樹脂枠、鉄枠、アルミ枠いずれもお選びいただけます。
数字部を貼替え式にしたり、保管時に分割可能なタイプも
承ります。ご相談ください。

教育目標

協働・調和

知・徳・体

3. ガラス用遮熱コーティング ZEROCOAT
赤外線の侵入を約 90％カット
紫外線の侵入を約 97％カット
・肌を刺すようなジリジリ感を軽減
・シミ、ソバカスから守る
・暑さなど不快感を軽減。
・カーペット、家具、商品などの
・床面から再放射減少
褐色、劣化を防止。
・室温上昇の抑制、冷房使用量減少。

赤外線が侵入
・肌を刺すようなジリジリ感がある
・暑さなどの不快感
・床面などから熱の再放射
・室温上昇、冷房使用量増加

紫外線が侵入
・シミ、ソバカスなどの原因
・カーペット、家具、商品などの
褐色、劣化。

体育館

名入れ可能
商品です！

特注デザイン可能
商品です！

シール（一部商品は印刷）による名入れが可能な商品です。
特注デザインに対応した商品です。
打ち合わせ→デザイン→お客様によるご確認→制作となります。

空調器具

ソーラー式保安灯
光センサーにより昼間は消灯し
薄暮時から点滅を始めます。
サイズ

238x130x82mm

Φ60.5mm ポール用の
取付金具もあります。

ヘルメット

名入れ可能
商品です！

床面用避難場所ステッカー
緊急時の迅速な避難移動を手助けします。
サイズ 1000x1000x1.6mm
材質：合成ゴム（裏面のり付き）

※貼り付けの際には、
必ずプライマーをご利用ください。
専用プライマー（下地材）
1 缶で約 5m2塗れます。

緊急時の迅速な避難移動を手助けします。
蓄光式で停電時等にも安心です。

サイズ
300x300mm

※掲載商品以外でも取り扱い多数ございます。
お問い合わせください。

サイズ
280x285mm

サイズ
360x300mm

その他

特注デザイン可能
地域と学校で進める防犯 名入れ可能
商品です！
商品です！
サイズ／L サイズ：幅900×高600mm 材質／ 表面：インクジェットプリント
Mサイズ：幅500×高430mm
裏面：アルミ複合板 3mm厚

よいこのやくそく看板

ゆきさきとかえるじかんを
いえのひとにいってから
でかける︒

○○○PTA

○○○PTA

○○○PTA

サイズ／L サイズ：幅900×高600mm 材質／ 表面：インクジェットプリント
Mサイズ：幅500×高430mm
裏面：アルミ複合板 3mm厚

よその子供は明るいうちに

家に送って行くか

○○○PTA

○○○PTA

子供たちを守ろう

外出の時は︑
明るく人通りの
多い道を通らせる︒

子供たちを守ろう
子供の帰りが遅いときは

○○○PTA

子供たちを守ろう

○○○PTA

行き先の確認をする︒

学校の行事などの
帰りは友達などと
集団で帰らせる︒

子供たちを守ろう

迎えにきてもらう︒

不自然な子供連れには

子供たちを守ろう

一声かけるか
一一〇通報する︒

子供たちを守ろう
何かに夢中になりすぎて

子供の事を忘れない︒

子供の行動は︑

日頃から把握しておく︒

○○○PTA

よいこのやくそく

○○○PTA

○○○PTA

子供たちを守ろう

○○○PTA

じぶんのなまえ︑
じゅうしょ︑
でんわばんごうが
いえるようにする︒

つれていかれそうになったら︑

○○○PTA

子供たちを守ろう看板
子供達に守ってもらいたい約
束をイラスト入りで啓発する
看板。
※看板だけでなく車両用のマ
グネット等での制作も可能で
す。

よいこのやくそく

おおごえで︑

○○○PTA

たすけをもとめる︒

ともだちが

つれていかれそうになったら

よいこのやくそく

ちかくのおとなや︑

おまわりさんにしらせる︒

ひとりで
あそばない︒

よいこのやくそく

よいこのやくそく

しらないひとの
くるまにはのらない︒

よい子の約束
あそびにいくときは︑

よいこのやくそく

しらないひとには︑
ぜったいに
ついていかない︒

子供達に守ってもらいたい約
束をイラスト入りで啓発する
看板。
※看板だけでなく車両用のマ
グネット等での制作も可能で
す。

○○○PTA

子ども達を犯罪者から守り犯罪の抑止効果を狙う啓発看板は以前より当社が力を入れてきた商品です。
アルミ複合板を使い、当社の得意分野であるフルカラープリントを使用しています。
イラスト部はお客様でご用意された写真や子どもたちの絵を入れることも出来ます。サイズも特注対応
できます。お客様のアイデアを形に出来る商品です。まずはご相談下さい。

