
軍事寧＿華甲雪空ク＿饗　　　（株）丸仁 �幸三車車麗頼隷離驚（有）ランクス・コーポレーション 
「今や必需品となったマスクに反射材をプ　●サイズ：大人用フリーサイズ �「再帰反射糸」を表地に織り込み、裏地に「抗菌・●サイズ：＜L＞15cmxll．5cm＜M＞14cmxllcm 
ラス」どんなスタイルにも合わせやすい　●カラー：（上段）ホワイト・グレージュ �抗ウイルス加工」の”クレンゼ’を使用。装着感の　●カラー：ブラック・ホワイト 
ベーシックなカラー展開です。　　　　　　　　　（下段）ベージュ・ブラック �良い人体工学に基づいた3D立体構造マスク。　●素材：（表地）ポ）エステル100％（撥水加工） 

●生地：ポリエステル90％／ポリウレタン10％ �ノーズワイヤーと耳紐アジャスター付き　　　　　　（裏地）ポi）エステル100％（抗菌・抗ウイルス加工） 

／／／＼　！／＼、－＼ �∴∴∴∴－∴∴ 諒＼ き／＼ 
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［三幸甲畢千㌢三エヨ！＿専慈　／（株）丸仁 �甲三甲畢聖inl卜riトバッグ謡有）ランクス・コーポレーション 
「オーロラリフレクターを使用したエコバッグ　●サイズ：（タテ）10．5cmx（ヨコ）8．5cm �「再帰反射糸」を生地に織り込んだトートバッ●サイズ：＜L＞62cmx33cmx（プリーツ）12cm 
ケース」カラビナ付きで、バッグに取り付け可　●エコバックサイズ： �グ。持ちやすく、肩にもかけ安い持ち手を採　　　　＜M＞50cmx26cmx（プリーツ）9cm 

能で小物入れとして単体での使用もおすずめ　　　　（タテ）18cmx（ヨコ）27cmx（マチ）17cm �用。撥水加工で水をはじき雨でも安心。ゴム●カラー：ブラック 
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　●カラー：黒（エコIW勿／黒）・白（エコバッグ／白） �ベルトでコンパクトにたためます。●素材：ポリエステル100％（撥水加工） 　　　　　ヽ 　　　　　〃●●●● 

：∴：「．瞳∴ �ハ　畷溺閣灘 ／／／夕　陥騙糊 ：二㌢／浪 子“∴ 　課 霊懸i離 　重 

F華雪，！？亨？シ享灘　　（株）ヨシオ �軍事車型三択ス聖二ツイン騨　（株）ヨシオ 
自転車やカバンぱ使用箇所に合わせてカット　●サイズ：約115×220mm �アイロンいらずで貼れ、柔らかく伸縮性のあ　　●サイズ：55mmx50mm内に2枚付 
ができます。そのまま貼ったり、縫製もできま　●カラー：ホワイト・イエロー・グノーン �る素材の反射シール。マスク等に貼って夜　　　●カラー：シルバー 
す。 　∴「∵∴∵∴∴∴「∴「∴∴ 　ー緩誓／葱鰯 �間の交通安全に！ 　主薬／／／ 

匡軍事スト「ノブ＿誓卜1望5線：（株）ヨシオ �軍軍書マl野望－＿欝　（株）ヨシオ 
伸縮反射テープ。柔らかく伸びる素材でアイロ　●サイズ：ストリ725：巾2．5cmx約48cm �この商品の収益の一部は日本動物園水族館　　　●サイズ：パンダ：約61×76mm 
ンいらずで貼れる。作業着やリュックなどに。　　　　　ストリ745：巾4．5cmx約48cm �協会の野生動物保護基金に寄付され、野生動　　　　　　　　コアラ：約60×70mm 

●カラー：シルバー 　　　緊享 調‾ブ園岡田睦塗 �物の保護活動に役立てられます。●カラー：パンダ・コアラ ∴ヽ 争∴∴重 ；： ダ∴∴喜 子； 

∴∴∴∴∴∴　　　一∴ �㌔i 　　　　　姻謄／r　　　　　　　　eil疎 と ○○．農： 　∴∴＿＿－ �i＼＼秘　醸i網臨 　　　終／－噂 



［畢＿親携鰯瓢‾l望竺饗（株雪空誓 �軍票苧雑繊「雪空ツト饗（株）工雪イ 
グノツプタイプの伸縮リール（約60cm）　　　●サイズ：丸型30mm（反射部：¢20mm） �反射材を前・後・側面計7か所に配置し　●サイズ：140・55・§・M・L・〇・XO・XO2・XO4・L4 
IDカードや鍵などに取付けると便利です。●カラー：反射カラー：黒格子柄・ （＊超高輝度反射材使用）　　　　　白格子柄・シルバー（名人可） �夜間にも安心。裏地は背中部分に発熱●カラー：ホワイト・レッド・ロイヤルブルー・ 素材を配置し保温性があります。　ネイビー・ブラック・ブラック×ピンク 2021年9月発売開始 

’も ！ 、ノ／タメ ∴　∴ ／ ：「　∴∴∴ 園田の面容 （名人可） �　∴∴ 　∴ ・iヾ、， ヾ ＼ン iミ一、 　灘 † 

甲華甲麿ブラツ誓イヤライ＿ト鶉（望誓 �E雪雲擬繊「カニジャケット灘（株雪ケイ 
超高輝度広角反射材！夜間広い角度で小さく　●サイズ：12×50mm（2枚入） �反射材を前・後・側面計6か所に配置し　●サイズ：140・SS・5・M・L・〇・XO・XO2・XO4・L4 
てもキラキラと白く輝くように反射します。●カラー：シルバー（黒格子柄） 　4 11／項／：）、／＾ 　∴∴∴∴∴．∴畔 �夜間にも安lこ高裏地は背中部分に発熱●カラー：ホワイト・レッド・ロイヤルブルー・ 素材を配置し保温性があります。ネイビ」・ブラック・シルバー 2021年9月発売開始 　∴ 言園田紫三溝諸 

甲辛甲シュー堅るくん鶉　　（株）ヨシオ �－14－200016－認絡認÷カ‾パンツ薄雪ニスケイ 
超強粘着・高輝度反射シール。薄くて柔ら　　●サイズ：8×45mmx2枚 �反射材を前・後・側面計4か所に配置し　●サイズ：140・55・S・M・L・〇・XO・XO2・XO4・L4 
かい素材なのでスニーカーや雨カッパ等、　●色：シルバー（黒格子柄） �夜間にも安Iこら裏地背面部分に発熱索　●カラー：ホワイト・ロイヤルブルー・ネイビー・ 
凹凸面にも貼れる！ 　／浦 　を）＼）L、 、＼／ノ（点i／ii／／誘惑 �材を配置し保温性があります。ブラック 2021年9月発売開始 　態欝／瀧畿 

甲妾舘（マクドナル噂諦饗（株）誓誓書 �里聖印字ミニI華甲饗　（株）カワスミ 
＜新入学児童への「安全笛」贈呈活動製品＞　日本マクドナルド（株）が毎年実施している �昼間の太陽光で充電し、運転者に注意を呼びか　●サイズ：巾700×高1400×厚35mm 
2020年度製品。贈呈活動は2003年より始まり、各教育委員会や警察関係者の協力のも �ける立看板。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片面（ルミナス1ケ付と2ケ付有） 
と、2021年までに全国の新入学児童へ1．217万個を贈呈。2020年度配布の安全笛は、日 �赤ランプ上1ケ点灯日没から日の出まで　　　　●カラー：フルカラー 本反射材普及協会の監修のもとに防犯から交通安全までを考慮した、反射効果の高い高輝 度の再帰反射材を両面に貼り付けたJPマーク認定製品です。 醗醒 �／ノ／－、 　∴i●∴∴ 一∴∴　∴ ：∴： 田圃緋＼／i募擬態＼ 



［醍反射ぶるしき＼＼　＼（裔）ラン �＼／奉養／葦≒油壷1寺前し卒あぜの葉色間鴨グ＜スクールバッグ＞ 
”包んで買方を守ります”特殊な「再帰反射糸」●サイズ70cm を生地に織り込んでいます。援水加工付きで●カラー：イエロ 水をはじき、汚れも付きにくい機能素材を使用ライトグ しています。●素材：ポノエス ．、シ �×70cm　　　　　　“光って’自分をアピールする“学童用”スクー　● ���ズ：（H）400mmx（W）300mm 

二二∴　三三二三三二二三i「二三二∵∵‾ 

／灘 �　　　宝 ∴∴ ��「∴一 離 鰯 l † l綴 就轍 �「：∴ ：∴ 一蹴l盲目i 
ヽ �lヽ �類∴∴i∴　誉／ 

＿べ二才 �‡ �＼㌧＼／主立ヾ／＼高二　　　　　　　　　轍醐 

∴∴∴∴∵園∴∵ 、．£Z／／／ �闘騒 � �章二　言 　　開就 

繊繊 梱 i l 燃 

演壇J賑射トート（肉ポケツ附） �一＼緋翠高閣反射新バッグ：　　　　サンエス技研（株） 
前後左右全方位反射。生地は登山用にも●サイズ：H340×W 使用される600Dで非常に丈夫。　●カラー：ブラック 内ポケットはちょっとした小物入れに便利。 360×マチ120mm　高輝度 　　　　厚手の ��反射で遠くからでも事のライトを反射。●サイズ：（H）400×（ 生地なのでとても丈夫です。●カラー：シルバー ∴∴∴∴　∴ ��W）300mm 

、｝）、、〉／ �園 � �∴∴∴ �∴∴∴ 町 

∴ ∴∴∵∴　－ �＼易＼／／＼＿／！ � �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 

田圃＼反射エコバッグ 反射パイピング加工にて前後左右　●サイズ：H400×320 どの方向でも反射します　●色：グノーン、オレンジ �＼、（株高シミ �壁画反射量功や劉乳　　　　　鯨）フシミ 

×マチ100mm �前後左右全方位反射。破れにくいリップ●サイズ：収納時：70×105×25mm、使用時： 

、イエロー、ブルー �ストップ生地。小さく畳んでコンパクト360×280×140mm、持ち手：340mmx2本 
4色取混ぜ（色指 ∴∴∴∴∴∴∴　　∴∴∴∴∴∵ �定不可） �でもたくさん入る大容量15L　　　　　●カラー：ブルー ��・パープル � 

．∴∴∴一∴∴ 　∴∴∴ 　　　　生 � �鰭縮 ∴： i 主‘、：（ 〉 を／／／ 絵。●／ ��　　● ∴： ∴： � 

＼、匡圃光るショッピングバヅク　、＼（樵 �、）産業資材センター �／こ、報 ；12412霜41〈鵜で安全〉反射ネックワオ＿マ＿ ���（株）丸仁 

普段はカバンに下げて反射リフレクターとして使用。●サイズ：使用 薄副手は反射と蛍光色で目立って安全。　　　収納 � ���一書 時370×400mm �リバーシブルで服装に応じたカラーが選べ　●カラー： ��赤チェック×（裏白）ネービー・ 
時90×100mm �おしゃれの中に機能性がコラボされています。　　　　茶チェック×（裏白）グレー・ 

●材質：ポリ工 ∴∵∴∴ �ステル ＝灘 誓言ii鰯 麗擬態漆 ノ〆壷‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ �＼／／4壷ii怨：老 霊園嗣園田醗慈園殿 発語田口患閣議籍躍 ��黒チェック×（裏 1：∴ l● 一画同国田園固！陸整理回“‾ �色）ブラック 賛 ∴ 豊） 

圏 �　　i）一手／＼ 　　　∴∴ 1－弼開園開聞 ���� 



「羽しあわせの黄色い帽軍（事やヅ就縛董郎‾、＼、／ 　　　　　∴∴∴∴∴∴∴一再）ランクス・コーポレ「∴ション： �擾荘重8醇赤魁の黄昏車噸部外ツト叛学童用〉 ‾－∴∴∴∴∴∴∴．∴∴∴∴∴〈有）ラ∴シフス・コ「ボレ「ション 

“光っで自分をアピールする‘‘学童用’’ス●サイズ：大きさを調節できる後ろアジャスター付き �小さなお子さんに向けだ‘光っで自分を●サイズ大きさを調整できる後ろアジャスター付き 

クールキャップ。特殊な再帰反射糸を生　M（52cm～54cm対応）、L（54cm～56cm対応） �アピールする‘学童用”『スクールハット』。M（52cm～54cm対応）、L（54cm～56cm対応） 

地に織り込んでいます。撥水加工を施し　2L（56cm～58cm対応） �特殊な再帰反射糸を生地に織り込んでい　2L（56cm～58cm対応） 
ているので雨をはじき汚れも付きにくく　●素材：ポノエステル100％ �ます。撥水加工を施しているので雨をほじ●素材：ポリエステル100％ 
快適です。 �き汚れも付きにくく快適です。 

＿＿∴＿＿一一㌧∴∴∴ �∴∴∴一〇°臆”＿∴∴　∴∴　∴ 

（ ．∴＿ 、、）、緩騒闇醒副書臆病駁 （ 1 ！〉 ∴一珊∴∴∴∴ i ！ ） 　∴∴∴∴∴∴ �∴∴∴∴∵∴㌣∴ i 　〈 il ∴∴： ！ ∴∴∴ ／＼’怒 遜／懇願醸灘蘭書臆睦 

∴　　　∴∴　　　　　　　　∵∵ 　　　　　　　　＼，　／縫 

電車軍国ライトフォース＼一事やヅザ＼〝　　＼＿＼㈱薙／ �1、‾／、囲蜃捕球短シ樹帽子＼／／　　　（株）丸仁 
全面に反射メッシュを採用。　　　　　　　　●サイズ：バックで調整可能 �●サイズ：バックで調整可能 
通気性も抜群！●カラー：黒・白 　∴ 　∴∴ ／生＼浪速圭， �　●カラー：黒・青・赤 隣」∴8888畔ア＼＼ 駐日圃∴88書経A 塞∴軽∴∴ミ！∴ 『蘭画野間開聞曙Wr“一m－ 

，暗1きlナん帽手　　　　　　＿鯨涯業資材セン女薫 �荘重口重亘＿」＼戯蜜帽吾　　　　　　　（株〉産業資材センター 

ドット（点状）式全面反射布を用いた、軽量で輝　●サイズ：フリー �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 
度の高い帽子です。撥水加工及び洗濯性に優れ　●カラー：蛍光レモンイエロー・紺 �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 
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。 �者の方々にも適しています。 　∴∴∴∴十∴ 　∴∴∴∴∴ 

．∴∴∵∴∴∴∴∴ ∴ �　轡誓饗鸞蟻酸 ／J＿，÷ ∴十〇〇〇〇賀000膿細筆Jt葉音賀∴ 　　∴ 

∴∴ ／駁縦‥総統麹＼＼画題臆∴豊田臆園田 �∴∴．十．∴∴∴∴　　十 　十∴∴：∴ 　Hlヽ←1丈、汀i 
一：…∴∴∴∴　∴∵∴ 　　∴ 　醗ii高話懸田 

＼／園光るジャン　　　　　＼＼＼鯨漣業資樹センタ言、 �＼樫荘∴四弱腰率＼　　　　　（株燵業資瀧シター 

ドット反射布を全面に使用した、昼間も視認性抜群の　●サイズ：フリー �昼間は普通のシャレたネクタイ　　　　　　　　　　　　●カラー：紺・エンジ 
ジャンパーです。ウインドブレーカーとしても着用可　●カラー：蛍光レモンイエロー・紺 �夜間には、輝度の高い反射効果により安全を高めます。 
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。 ／／／／＼／＼（／ 　∴ 田甲㌢聞蘭画聞間　宮 ‡ 圃国語三三ヨ 圏彊国 書賀〇°SSSS事 �帰宅時や夜間の外出時にご使用ください ∴∴「∴ ∴： ∴∴： 懸鞠 



＼／閏ライトフォースTシャツシリーズ（ �大人）（繭丸仁圏ライトフォ「スTシャツシリーズ（小人）（株）丸仁 

ライトが当たれば図柄が変化し後ろに　　●サイズ：S・M・L・XL � �ライトが当たれば図柄が変化し後ろに　　●サイズ：110・130・150 
高輝度反射が付いた安全で楽しいオリ ��高輝度反射が付いた安全で楽しいオリ 
ジナルTシャツが作れます。 　Sr。““””‾‾‾／‾÷－ 辱∴∴ � �ジナルTシャツが作れます。 

＼　＼　　　　88 � �：∴∴∴：∴∴ 

鱒 �園丁‾「÷∴「 

i ∴∴：一∴∴ 　∴：∴：∴「∴ ∴ 滋 E 

彊圃ライトフォースTシャツ（大人用）、 �高率閏ライトフォニスTシャツ（子供用）　（株）丸仁一 
透明オーロラ反射でライトが当たれば　　●サイズ：S・M・し・XL � �透明オーロラ反射でライトが当たれば　　● �サイズ：110・130・150 
図柄が変化し後ろに付いた高輝度反射　　●カラー：ホワイト � �図柄が変化し後ろに付いた高輝度反射　　●カラー：ホワイト・オレンジ 
で安全な楽しいTシャツです。 � �で安全な楽しいTシャツです。　　　　　　　　　　ライトグノーン 

∴∴∵∴∴喜 ∴∴ ∴∴ ∴「 ∴ ��iS 

‡ －∵や／） ÷鮮 卑／二、、、／漆 工璃∴：…∴ ∴∴ ∴「： �ii＼畷 ∴語≡ ／翻 ∴∴ ∵．∴．：∴∴平∴手 ∴：言∴∴」∴∴∴∴ 駁／！ ∴÷ 細 

一∴： � 

（∴＼圏斬りたたみ前回反射パイピング牽 �550（株）コンツナ‾聞合面反射ジャンプ率600　　　　（株）コンツナ 

ひっくり返っても元に戻る特殊耐風構造で丈夫な反射●サイ 傘。周囲は表裏に高輝度反射バイアス縫製加工。●カラ 「”露頭 �ズ：55cm（6本）風にも強いグラスファイバー骨の全面反射傘。周囲は表●サイズ：60cm（8本） ー：ネイビー　　裏に高輝度反射バイアス縫製加工。　　　●カラー：ブラック・ネイビー 

＿一〇8mm「 ∴∴ 琶謹書書目董程濫会報墜綴 ／、，＼議 零㌔／＼’： ∴∴ ∴∴∴∴∴ �� 

／〈［圃NEWピカツとスマホグローブ �や亨ツナ／＼／＼四度射夫々ホショルダー　　　（株）ヨシオ 

伸縮性の高いスマホグローブに伸縮性●サイズ：200mm（全長） のある高輝度反射シートを装着。左右●カラー：A：赤B：黄色 後方でも高輝度に反射します。 � �肩にかけたり腰に巻いて使えるスマートフォンショルダー　　●サイズフリー 
C：緑　D青　E：紺 �です。小物や貴重品なども入れられます。●カラー：ブラック 　　　　阜 　　　！ 　　受＼※ 　　醒　調 　　∴∴∴ 

．∴． ∴ � �∴ ∴ 涼／ ∵ �寿雰　i 綴i＿／仁 ∴　： 　主 　＼亭 

0



閏蛍光反射ランドセルカバー　　　鯨）和ニライク �／／暗1通学用学童カバン（小学生用）キタダトレ「ディシグ（株） 

視認性の高い蛍光黄色生地と反射テープを使　●サイズ：H430mmxW275mm �地球にやさしいエコ製品。　　　　　　　　　　　●サイズ：265×300×130mm 
用する事により、薄暮時の交通事故や犯罪か　　●カラー：蛍光黄色 �ポノエステルPET再生繊維生地使用。　　　　　　●カラー：スカイ・ブルー・ブラック 
ら、新入学児童を守ります。 �（超高輝度マイクロナノズム反射材使用）　　　　　　　　　イエロー・ピンク 

（鰯醍顕睡誓一義 �　仝」＿＿【＿∴∴88漢牒繋撥繋驚溺頭 e∴ �� 

隠 �∴： 　∵10 ∵∴孟∴∴∴∴二言 �� 
曲」学童用カバン（申学生部　キタ亮一、デイング（株）／ �重商学童用カバン（中学生用） �キタダトレーディング（株） 

地球にやさしいリサイクルエコ製品。　　　　　●サイズ：400×300×110mm �地球にやさしいリサイクルエコ製品。　　　　　　　　●サイズ：310×390×160mm 
ポリエステルPET再生繊維厚繊生地使用。　　●カラー：紺・黒・緑・グレー・スカイ・茶 �ポリエステルPET再生繊維厚織生地使用。　　　　　●カラー：紺・黒・緑・グレー・ 
（超高輝度マイクロナノズム反射材使用） �（超高輝度マイクロナノズム反射材使用）　　　　　　　　　　スカイ・茶 

雪∴∴ 圏 一一∴－　∴一一駅∴∴ 畿 ：∴∴十二∴ ∴∴ 藁＼ゝ（）i＼ノ　響編醒聞醒醸 �　！∴∴∴∴∴∵ ∴「 ：∴　∴∴∴ 　言．∴∴∴ ∴∴：∴∵∴ 驚i幾組画灘 �圏聞き ∴ 塞潔 

「而‾1率・ステッキ反射シール　（株）ヨシオ 雨の日の安全に。お年寄りの杖にも貼れます。●サイズ：20×7mmx8枚 �Lj生し＿空些1＿」暗号反射シール　　（株）ヨシオ 電話番号を印刷する事で地域が特定でき迷子　●サイズ：11×34mmx2枚 

17×80mmxl枚 �や彿掴、紛失物等の早期発見に役立ちます。　　　　　ロットにより印刷可 
●カラー：シルバー　ロットにより印刷可 �例：TEL03－0000－0110（東京一地区一警察署）　　　　●最少発注数：1，500個 

闘濃 ＝饗醸醸騒闘躍躍題詞躍顕闘圃圃8888■圏 iむ等∵繁簡節韓 三言吏∴∴∴∴∴　∴ 印刷イメージ �　シナ。＿ 　書∴∴∴「一● ∵一∴一，－＿。－〇〇〇°一子，▲∴∴一∴∴∴ （ヽヽ ∴「： ∴ ヽ∴∴∴∴　∴ ※印刷イメ－ジ �浬、真夏暁凄∴ ∴一一一一■〇一・・・一一一一一一∴●： 曲醍襲醗＼読擢 訪韓誓禁圧！ 高田音罰票莱－， ∴∵∴∴ 湛三ii／▲　寮i 

、山国山里ヱ＿」リードはたるくん　　　　　　　　（株）ヨシオ �閥光る1ノードr輝割　　（株）ヨシオ 高輝度反射材使用小型犬用リード。●サイズ：1cmXl．4m（※金具部含む） 

小・中型犬のリードやジョギング等のタスキとして肩や　●サイズ：¢1．2cmx1－3m 
腰に巻きますと、どの角度からでも視認できます。●カラー：青×黄・黒×赤 主事 �とても軽い形状で、お散歩の負担になりません。●カラー：ピンク・ブルー �� 

∴ ／忠 で＼＼●） ※畿灘 1、、議題恕∴臨画弱闘 　∴∴∴∴∴ �∴： ∴∴∴ 轡／灘） ㍉．∴∴： ／鰯／／ � 

鰹i 糧醒聞闇国語圏艦躍 　　∴∴ ��� 



＼〈L土山哩生＿」反射材付ボールペン＼（株）パイロットコーポレーション �∴亜＿」ピカトンボ �●サイズ： ●色：両面 　両面 �　安全企画工業（株） 100×23／10mm ホワイト（輝度850cpl）／ ライムイエロー（輝度750cpL） 

使い易いグノツプ式ボールペンに　●サイズ：反射材¢2－5／ボールペン全長147mm �バッグ、靴など身の回りの物に簡単に 
最高級グレードの反射材を搭載。●カラー：ブラック・ソフトブルー・ソフトグリーン・ 鞄や衣類等の付ける事により、交オレンジ・ピンク・ホワイト※インクは全て黒 通事故防止ば！ 　＼＼声濁、 　都、 屠／（／ �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。 ／示‾テ了丁‾＼、ii（弼i話＝／） 

馨翳欝 �∴　∴ 

／喜享＼一°－／－ ．∴．∴∴ �∴：／∴ 「∴ l ；： き＼ �∵∴∴　　∴∴ 

「∴ �∴＼線： 

∴∴ 　　　　1 ㌧　　　　： �）／渓 ／進書i∴∴艦、懸日経＼、 ∴∴ ��脚・一語○ 

／間シグナルたまGO　　　鯨）ヨシオi〈 高発光の点滅しEDライトと両面に種類の異なる●サイズ：縦54×幅39×厚13mm �「扇丁元高「反射力ラ÷バスケ �－ス「 �　　　　　　　吏 反射力ラバケ－（株）ヨシオ 

伸びだるみしない形状記憶コイルロープ付のニ �つ●サイ 入●カラ ∴∴∴ ∴ ∴∴「∴∴ ∴ ∴∴： �ズ：二つ折り時：約64×95mm －：ブルー・ピンク・ホワイト ∴∴ ＼掴＼＼慾撃 ：∴ ＼’／＼／／潔懇綴 笑緩， ： ；／エ ∴∴：∴ 
反射材を使用。杖、範などに着けておきますと（※キーホルダー部含む） 100M先から視認できます。付属のピン使用で●カラー：ゲノーン・イエロー・ピンク 自転車の車幅灯として接触事故防止は 　藷 ∴畠∴∴e∴ �抑ノ全面反射パスケース。中台紙にiD情報が記 できます。 

巧手1‾而‾1ブライトタグ　　　　　　　（株）東京スリーエム �／く／厚田昆虫シリーズ切 �ブトム与 ●サイズ ●カラー ∴∴： ∴ �ゾ’ ∴約70×40 ：ブルー・ヒ グリーン・ ∴∵「碍甲 ∴∴ ∴∴ ∴i音響∴〟血遮 �∴ （株）ヨシオ≡ mm※反射部のみ oシフ・イエロー ブラック ∴ ：∴∴∴∴ ＼ン資＼ ∴ ー／／）窃 

男性にもつけやすいざ）げない　　●サイズ：W130xH45mm（カラビナ部含む） �高輝度反射材を使用した昆虫シリーズ 
デザイン。サイズも大きめのレフ　　●カラー：（反射部）白 �「カブトムシ」の立体的な反射キーホル 
レクダーです。（カラビナおよびベース部）4色アソート 一一∴ ∴「∴　∴∵∴ 　∴∴ ／／／＼，ノ＼義倹 　＼／ご＼＼／～・／ �ダーです。 ∴　∴ ） 

S 麗工垂司笛付闇夜の用ふ棒　　　　（株）ヨ翠 �匝園反射掘鶴 �●サイズ ●カラー ●OPP袋 ボール �サンエス技研（株） 

反射面が丸いのであらゆる角度から見えます。　　　●サイズ：¢140×27mm �人気の折紙を反射材にしました。自分で作る反 ��：150×150mm（折紙のサイズ） ：白、青、黄、紫（アソート） 入（折り方説明書入り）、 チェーン、取付紐 ＼… 〉 “（l ‡ ∴言∴∴こ：i’ 
水に浮きますので約人、船舶水辺作業のキー　　　●カラー：白・黄 �射マスコットは着用率アップ間違いありません。 ホルダーとして、災害時には笛で合図！ 綴醒醒 �【例】鶴完成後：約60×140mm ■〇〇〇〇〇〇確固日田〃国電回国圏弼野讃晴 間聞藍謹醸頭顕 週間躍接頭頭町‾‾ 



蒙娃Z」＿聖」さらリボン　　　　　　　　＼八欧産業（綜） �＼／「手打一期さらヂコシール＼　　　　　　八欧産業（株） 

バッグ、靴、服等のジッパーの穴に通すだけ　●サイズ：大11mmx80mm �身の回りのモノをお洒落にデコレーション。　●サイズ：80mmx72mm 
で簡単装着。普段のスタイルを損なわない　　中10mmx70mm　小7mmx50mm �かわいい動物や花のシルエットで、楽しく交　●種　類：恐竜（ホワイト）・ 
反射材。　●カラー：白／銀、黄／銀、橙／銀 色‥白／銀、黄／銀、樟／銀サイズ大中小3枚入り音便いやすいTAGスタイルの朗 �通安全！柔軟性のあるシールで曲面にも追従うさぎ（イエロー）・犬（レモンイエロー）・ します。　　猫（ブラック）・花（オレンジ） 　　　　カーの1ビニール傘lこ 

！、／／〔で享‾轟“艶のジ、易王子こ 出違山里門圏圏麗謡－ �　∴∴∴∴∴ 　∴∴ 　∴∴∴∴∴ 鞠隊 

「与而－1超高輝度反射・多目的スデヅカーピガイまくん 　　　　　　　　　＼（株）ヤマグチ工芸社 �、圏＼LED反射クリップライト　　　（株）スリーライク 

超高輝度！6種類の反射ステッカーです。　　　　　　●サイズ：83mmx76mm �反射とLED発光で視認性向上。　　　　　●サイズ：95×40mm　●マジックテープ式 
靴、バッグ、自転車、ヘルメットに貼って交通安全。　（6種類のステッカー） �電池ば肖耗したら交換可能。　　　　　　●赤色LED4個　●ボタン電池1個使用 
（強粘着タイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　●カラー：シルバー �●カラー：白・黄　●最少発注数：500個 

ンドセル自転車 ．∵∴ やヾii亭 騨－i擁 軍靴　ス二一万 �÷畿「「蕗 

・一十㌢子 ※切り取り線入り �∴　　　　∴ふ∴　　　　∴∴ 

窪田巨重囲差し込み式反射メッシュ腕章（艶麗●蛍糠）＼ 鐙　　　　　　　　　サンエス技研（株） �＼iYie訂240091反射ピタツくる腕董90　　　　（株）ヨシオ 

横幅はA4の用紙が丁度入るサイズです。ご自由に　　●サイズ：約90×400mm �既存の腕章と違い面倒な安全ピンの着脱いらずで、　　●サイズ：約90×400mm 
印刷物を入れていろいろな用途に使用できます。　　　透明ポケットサイズ70×220mm �衣類に傷を付けない腕章です。ネームカードに文字内　　　●カラー：本体イエロー 
周囲のグレーの部分が反射します。●カラー：蛍光線・蛍光黄色 ∴∴ ÷ 蘭 溺聞聞聞聞 綿　半1、い ∴∴ 簡 　∴÷∴一言 �容をご自分で差し替えられ、幅広くご使用頂けます。 　十一‾－”“○ 　† 　　∴一子 　葦／言 　．＿＿∴∵ 

／圃デコ反射テープ　　　　　　　（株）ヨシオ‾ �［重要高輝度短軸庄一プ　　　　　中浜工芸（株） 

伸縮性がある反射テープ。　　　　　　　　　●サイズ：巾1．5cmx約90cm �ドロよけなど各所に取付けられます。　　　　　　　　●サイズ：25×150mm 
傘・自転車・杖・カバン・ランドセル等R・角・円桓状●カラー：シルバー（反射） の箇所に貼って使えます ∴ 、 　∴∴∴∴▲Ll 　∴．∵　∴”i∴∴一∴ 　／ �一組：橙1枚・白2枚 、（（ 　　離籍瀕／ 



一一1－－－－1＝1－i騨　一一一　一　一一一一一一一糊醜　－ 65韮襲21EURObangLe（ユ－ロバングル）（株）東京則－工ム �� 

［頭重］ichimatsuタックルバンド　　　（株）フシミ藁 

シルバーアクセサリー風デザインのブレスレットです。●サイズ内径：約65mm、幅：20mm ��どこにつけても自然な感じさりげなく反射材を　　　●サイズ：W235×H25mm 
反射部には高輝度反射材を使用し、反射輝度の優れ●カラー：ベース部：黒 る白色の反射材をベースにしています。反射部：白 蟻攫閻副書圏 、為／／‾ ／／蘭躍醒 譲一、、 一∴「∴∴∴ri ー‾∴：∴∴∴∴ ��着用できます　●カラー：ホワイト×ブラック 　′シ◆、 　シ◆◆◆ ，圏”’ ，磐！？′ 蘭 

懲緩慾綴鬱懸緩鬱＼＼／ 671輩重態光ブレスレット（騙タイプ／マイナスイオンタイプつ： ∴∴∴∴　　　　　　　　　蘭ヨ．シオ∴ ��「もず「売高百‾1ガラスビーズ反勘ストバンド　サンエス技研（株）萎 ∴∴∴∴ 

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　　　●サイズ：フリー ��高輝度ガラスビーズ反射材を使用しがノストバンド　　　●サイズ：W300XH30mm 
合体することで何処でも身につけられるブレスレット。●反射材：白 （／，一，器臆易鰯∴灘 ／／／／ 　　　÷ii、 　　　醗騒整議議 ��色は、地味でも反射効果に優れたリストバンドです　　　　　●カラー：シルバーグレイ 

6911禦61ダイヤモンドブレスレット　（株）藤スリーエム ��［画展射リストバンド　　サンエス技研（様）薫 腕、手首、足などにワンタッチ。　　●サイズ：32×320mm 

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　　　●サイズ：5（内径55mm） 
安全、夜は最高級反射材ダイヤモンドグレードで大きなM（内径65mm） 反射効果。●カラー：白・蛍光黄 ∴盟　∴一∴一 ／～／篠 �　●カラー：白・黄 ∴ i饗麗襲灘醸饗醍躍醗顕醒騒・／／／ノ／－ iI／／ ／／く／／ …闇麗i醒蘭画国書題闇も 

∴∴ 　　∴∴ 

71請託iタックルバンド　轡綴笠懸願∴（株）則÷ライク ��1721280061タックルバンド・インナーガードタイプ（株）利一ライク萱 
∴　∴∴∴∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴ 

クルツと巻いて楽々と取付可能、腕や足首以外　　　　●サイズ：W320XH32mm ��安全性向上の為、スチール鋼板全体をPVCケースで　●サイズ：37mmX305mm 
にも範の持ち手・二輪車等に装着可能、汎用性　　　　●カラー：ホワイト／蛍光黄色 ��覆い、反射材の有効視認面積は従来品より約35％　●カラー：ホワイト・ライムイエロー 
の高い製品です。 ：：子 i滋．駕鸞蒙≡㌻：÷／霊綴饗 ��アップ 灘　－ ∴： き ∴∴ ∴ 身／／ 曝書国 ：∴： ∴ ：「∴∴ 



一一・一潤一　　u　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨L1－1軸螺醒i＝1－111醒離艦三二一一漣二親　　醒　　　酸 ��鰯鰭懸緋／＼／∵主調醗酵顧頭重琵臣寵話　　　　　　　　　　　　　　　　　題閲読 

7割2禦51反射タスキ・2　　　　　　　　（株）ヨシオ ��17411900101ベルタス　　　　　　　　　　　　（株）コンツナ 

高輝度反射材を使用しており約4cm幅（反射面約2cm）で●サイズ：40×1300mm 130cmのリング状です。リ／トシブル（裏面反射ナシ）でご●カラー：反射面白 使用いただけます。 　∴∴一 言∴∴十∴∴ ∴ 擢画田圃）‘（襲顎騒＼／’＼）＼＼洛＼萄 ��大人から子供まで身体のサイズにジャストフィット　●サイズ：40×1250mm する調整型。1本でベルトからタスキまで使い方　●カラー：黄シルバー 

自由自在！ 　∴一一一二∴誌「キ’∴ 　　墾一叢 　　級 　　‾主，．窒 　　欝 ∴： ∴ lくi強！ 　　離 

拙反射タスキ　　　　　　　中浜工芸（株） 翳／謬綴饗 ��密 �囲ワイドベルタス　　　　　　（株）コンツナ 

マジックテープ付で取りはずしが簡単にできます。　　　　　●サイズ：45×1300mm ��身体の �サイズにジャストフィットする調整型。　　　　●サイズ：40×1250mm 

●カラー：反射面グレー ∴∴一一三二∴ ��ベルト 立つワ �からタスキまで使い方自由自在はり目●カラー：黄シルバー イド反射型 　∵∴∴∴∴ ∴∵∴一∴一 　∴ 　∴ ∴子　∴∴ ∴∴　∴∴∴： 　∴∴∴十 ㌧∴子　一 

77125型1反射タスキキラリン　　　（株）東京スリ王ム ��圏高輝度反射マジックI砂ド　　（株）コンツナ 

高輝度反射ターボノンを使用し、男性　●サイズ：40×1400mm ��マジック反射ベルトは、腕・足首・手首など、　　　●サイズ：25×440mm 
用と女 取揃え 最適で �性用のおしゃれなデザインを●カラー：ピンストライプ・ネクタイ・ストライプ・ 、ウオーキングなどの外出時にカラフルドット・プチフラワー・カラフルフラワー す。 ㌫∴∵i棄／ �だれでも簡単マジック調節でどこでもジヤ●カラー：オレンジ（反射郡シルlト） ストフィット 　r∴∴ 　ti 　羅＼憾 

葉 ●● �� 

791226061反射リストバンド30（安全キャップ付）（株）ヨシオ ��　SOSS．∴ ［圃ピタックル腕董50（安全キャップ付）（株）ヨシオ 
聞聞聞間／＼、／ 

I �高輝度反射材を使用しており3cmx35cmサイズで、裏面に　●サイズ：30×350mm ��高輝度反射材を使用しており5cmx40cmサイズで、裏面に起　●サイズ：50×400mm 
起毛を使用しているので腕からズレてくるI己憎己が無く板バネ　●カラー：イエロー ��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　●カラー：イエロー 
こ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。 ��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ロットにより名入れ可 いるので安全にご使用いただけます。 ∴一一一一一∴eee園長← 　部キ 　頴分ヤ　翳 　脚拡ツ　藍∴「∵開聞醗 

∵∴ ） ��田関大プ　i）㌧i 　鑑謹話、、霊 　三朝国書‾∴∴享三時裏 ）詞筋醒嗣田鶴○○SSS産ニ‾ 　　ー∴∴三二∴∴ 



、＼；；＼L塑⊥哩」ピカイチくん　カギのおまもり（株）ヤマグチ工芸社 �闇テ1フォーチュンキャットチヤ“ム（株）東京スリーエム麗 

超高輝度反射＋蛍光樹脂の組み合わせが　●サイズ：37mmx25mm（厚さ4mm） �安全を守る石‘ターコイズ’が付いた、キュートなネ　●サイズ：本体60×45mm 
人気のおまもりシリーズです）バッグ・ラン●カラー：蛍光グリーン・蛍光オレンジ・ ドセル・自転車の鍵などに最適です　　　　蛍光ピンクレッド（反射：シルバー） �コの反射材です。　　●カラー：ホワイト 　　衣魚／　　　　田園SSS題目因島 

」88回Mn額田歯貨gOe睦通運 

＼－i 臨圃闘菓∴一国三縄国 弊遺書副書／／子細88書幅 ㌢∴∴㍗　／、渓 　　∴∴、∴∴・ �∴∴：∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴ 　∴∴ 　∴「 ●●　撥、滋 　終∴∴∴∴蒸 　∴ 　鞄畿緩さ淡く／ 

曲キラキラホルダー　　　　　　　　八欧産業（株） �［重工垂垂ニ］三角ホルダー　　　　　　　　八欧産業（株）萱 

昼はキラキラ輝き、夜はとてもよく光る両面反射　●サイズ：33×54mm �かばんやリュックなどに、取付けカンタン。　　　　　●サイズ：50×45mm 
タイプ。ボールチェーンで取付けカンタン。　　　●種類：千鳥・ペンギン・サクラ �オレンジ色で昼でもよく目立つので、　　　　　　　●カラー：オレンジ 

パンダ・ウサギ・イヌ　計6種 �みんなで付ける目印にも。 

．垂＼〈／′＿ 　　．：∴「 訪露、繭轡聯剛臆鴨懸 �掃暮 ら∴∴　置∴ ＼、∵施／鐘 愁潅画調醸／／8－聞 ∴∴一m∴：∴∵∴ 　∴∴∴「∴∴∴∴ ’琴＼＼＼くく 　好完／／／ －○○、∴∴ 

哩望」ライトタブ　　　　　　　　　　　八欧産業（株） �圃SOSキーホルダー　　　　　　（株）ヨシオ葉 

2重リングでアクセサリー、キーホルダーと　●サイズ：30×70mm（リング含む） �普段は交通安全キーホルダーとして使用　　　●サイズ：38×65mm 
して使えます。どこにでも合うブラック、ホワ　●カラー：黄・黒・白・ピンク・ライトブルー �し、防犯、登山、震災等の災害時には笛で合　　　●カラー：黄・白 
イトと3カラーの5色のラインナップ。 �図し反射光で確認できます。 

：j縞∴∴譜 �胴 
田圃エコはたる＜ん　　　　　　　　（株）ヨシオ �「而‾1サクラリフレクター　　　　　　（株）サン高千穂－＿ 
ペットボトルのキャップをリサイクルして出来●サイズ：57×37mm た反射キーホルダー。●カラー：ホワイト 環境に配慮したノベルティグッズとして。 ∴ 怠畠 雨∴専 図書臆∴：＼善 書 �北海道警察の反射材デザインコンテスト最優秀賞　　●サイズ：約50×50mm 作品。　　　　　　　　　●カラー：ピンク色 

馴染みある桜に安全の願いを込めた反射材です。 ∴∴∴∴∵ 南端繭翻翻然掘i＼／／ 、露露頭露尋∴雪害竃墨翌1醗鎚閣議暮 　：∴ 　†／） 



「雨「オリジナルキーホルダー苅型　　　（株）ヨシオ �「而‾1手作りキット反射キーホルダーIトト（株）ヨシオ 

イメージキャラクター等を印刷してオリジナルで作　●サイズ：¢50mm 成できます。　　　　　●カラー：ホワイト カバンなどに付けやすいサイズです。 �反射プレートに付属のシールを貼ったり、●反射プレートサイズ：約54×68mm 油性ペンで文字を書いて反射キーホル　●カラー：ピンク・ブルー・イエロー ダーを作成できるキットです。 

／／贋、誓 　　∴ �（／淋騒／ 　∴ ＼＼ぐ潔饗開園顕，落 丁∴ 

［圃サイクルピアスはたるくん（星・鈴）（株）ヨシオ �幽些＿」手作りキット反射キーホルダ“Wstar（株）ヨシオ彊 

自転車のハンドルグノツプに取り付け、後方　●反射部サイズ：約6×6cm �星形反射プレート、鈴、丸カン、ボールチェー　●反射プレートサイズ：6×6cm（星大）、 
から優しい音色で接近を知らせるので接触　●カラー：ピンク・ブルー・イエロー �ンを組み立てキーホルダーが作れます。イべ　　　　　　　　　　3．2×3．2cm（星小） 事故防止に役立ちます。 （タ ．÷∴　囲醒 �ントや安全教室は●カラー：ピンク・ブルー・イエロー ∴：∴漢三∴ ∴∴ 

困ミニ電話帳　　　　　　　　　（株）ヨシオ �閏鳥獣シリーズ‘オカメインゴ　　　（株）ヨシオ当i 
自転車のカギなどに取り付けられる反射キー　　●サイズ：34×27mm　※反射部のみ �高輝度反射材を使用した鳥獣シリーズ　　　　●サイズ：約70×40mm　※反射部のみ 
アクセサリーで本体の内側はメモ帳・アドレス　　●カラー：ピンク・イエロー・ブルー �「オカメインコ」の立体的な反射キーホ　　　　●カラー：ブルー・ピンク・イエロー 
帳として使えます。 鑑日算88臨画 、亭－忠へ専∴∴－∴∴ �ルダーです。グノーン・ホワイト 諦ヂ雪 　雲澱 　へ 

閏交通安全御苛ルーペ　　　　　　（株）ヨシオ �［重工車重ニ］反射LEDライトキーホルダー　　（株）ヨシオ震 

高輝度反射材を使用した御守り風ストラップ。　●サイズ：56×39mm �LED点灯と自転車の車幅灯になる点滅の　　　　●サイズ：55×40mm　※反射部のみ 
拡大鏡内蔵でメールや細かい文字を見るのに●カラー：ピンク・シルバー・イエロー 便利！ゴム製ストラップで取付け簡単。 ：∴∴∴一∵∴∴蓮 　∴∴「 　∴： i議∴言え∴滋 「 　∴∴：売∴ �2タイプが選べ、ライトの電池が切れても　　●カラー：イエロー 反射材として使用出来ます。 

醗圏圏 



1971280141ピカイチくん　星のおまもり　（株）ヤマグチ工芸社 �幽」超高輝度・ピカホルダーS　　（株）ヤマグチ工芸社 

超高輝度反射＋蛍光樹脂の組み合わせ。　●星型サイズ：35×35mm（厚さ4mm） �超高輝度！コンパクトなサイズで、車のライト　●サイズ：¢30mm 
夜間車のライトに強烈に反射用ッゲラン　　●カラー：蛍光グノーン（反射：シル／ト）・ �に強烈な反射。バッグや自転車に。金具は2パ　●カラー：白・黄 
ドセル・自転車の鍵に。　　　　　　　　　蛍光オレンジ（反射：シルバー） �ターンから選べます。 

主な 　蚤、ii■ 　勝詞書喜藤 ：欝評∴重野∴∴∴∴ 　∴∴ ： �ゴムひもタイプ両 キーホル詔g患／＼邁臨 　潮音臆配濁音醗 ∴∴子． 　∴∴葛臆し∴∴ 

＼／ �∴∴ふ∴「 

「闇討「手作りキット反射キーホルダー　　（株）ヨシオ �圃スマイルホルダー　　　　　　　八欧産業（株） 

反射プレートに付属のシールを貼ったり、油性ぺ　●反射プレートサイズ：45×45mm �取り外しカンタンなグノツプ式。　　　　　　　●サイズ：¢32mm 
ンで文字を書いて反射キーホルダーを作成できる　●カラー：ピンク・ブルー・イエロー �高輝度反射材にスマイルのイラスト入り　　　　　●カラー：イエロー 
キットです。 �外出のお供に。 

∴∴玉∴「∴ ＼、 ∴∴∴ 椿や輩（誉i 妙∴∴∴隻／／ ＼＼ぐ）へ／＼、 �／欒鵡 ヽ 

匝Ⅱ二重垂国反射キーホルダー　　　　　　　八欧産業（株） �圃反射ストラップ　　　　　　　　八欧産業（株） 

音と光で知らせます。錆付き高輝度反射材の　　　●サイズ：9×50mm �カラフルなストラップタイプのアクセサリー。　●サイズ：15×80mm 
小さなアイテムです。自転車などのキーにつ　　　●カラー：イエロー・ホワイト �お好みのカラーで携帯電話、バッグ、キーホ　●カラー：ホワイト・オレンジ・イエロー・ 
けてネ！！ ：∵r∴ 　鰯鱗／／羅鸞一 腰圏閣議願設／樟麺 嫁／ ∴∴∴∴一∴∴： �ルダーに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルー 

車： 轡、雪 間／鯉劇 岩瀬＼‥㌔／： 

山里山型些＿」放電はたるくん　　　　　　　　（株）ヨシオ �園田編み込みブレスレット　　　　　（株）ヨシオ 

本体に静電気除去繊維と高輝度反射材を合体　●サイズ：フリー �お洒落に編み込みを施してあるブレスレットで　●サイズ：12×250mm 
させたブレスレットで伸縮性の高い天然ゴム材　●カラー：ブラック・イエロー・レッド を使用しています。 �す。カラー4色からお選びいただけます。●カラー：ピンク・イエロー・黒・ブルー 厳選薄霞蘭鷺議運艶聞間蘭躍 

．〇〇〇葛，〇〇〇一●∴ 　　　　　　　漆薫 　　　　　　　∴∴∴∴ 

一一i高一 ∴∴；∴ �　　　　　－＼ノIi；∵ ′i蔦　　　　＼＼＼薫顎 

騒 ‾濡1／ 「：一∴： 　∴子∵∴蔦 �緩く＼、 　十 　　　　重 



岨＿」ピカホルダー（ゴムひもタイプ）（株）ヤマグチ工芸社 �ilOeI220091植物シリーズ“葉っぱ’　　　　　（株）ヨシオ 

超高輝度の両面反射ホルダー。お子様や高齢者の方　　　　●サイズ：¢35mm �高輝度反射材を使用した植物シリーズ　　　●サイズ：約35×60mm　※反射部のみ 
にも取付しやすいゴムひもタイプです。　　　　　　　　　　●カラー：白・黄 �「葉っぱ」の立体的な反射キーホルダー　　　●カラー：グリーン 
（＊キーホルダータイプも可） �です。 

∴∴言：：‾「立∴ 品評開田相田顕職態鰭躍i ／／二i∴繭騒綾 ∴∵∴∴∴∴ ∴∴‾‾－「 誓／i霊藷麗篤 ∴∴ �吉　富∴．∴∴∴ 

一丁∴∴一　　一∴∴ 一∴∴　　十一一°○○賀－∴ 蝕、　：遜 �　） ∴∴∴∴ 

綻亘圃オリジナル交通宴会リフレクター　（株）ヨシオ �「両町両肩‾1四つ葉のクローバー　　　　　　（株）ヨシオ 

直径7cmのビッグサイズの反射キーホルダー。●サイズ：¢70mm オリジナルで印刷もできます。（例）アクビちゃん●カラー：自 我＿胴囲＼麗 　シご＼ 　∴∴∴∴！ 　∴∴∴∴ 　醗懸饗緊密添滋∴∴議 　∴ �車のライトを反射し、ドライバーから鮮やかな緑色に●サイズ：W50×50mm 光って見える視認性の高い反射キーホルダーです。●カラー：グリーン ＋∴ 　菊間〉 ［ ∴　十 　〇LF 闇1－ ／）／、姦 

圃フォトほたるくん　　　　　　　（株）ヨシオ �正直ウオーキングサイン（コード付）サンエス技研（株） 
お好きな写真がセット出来て油性ペンでメツ　　●サイズ：50×40mm　※反射部のみ �ウオーキングサインに蛍光反射ヒモを付けた反射材。 
セージが書ける反射材フォトキーホルダーで●カラー：ピンク・イエロー・ブルー 交通安全。 葛－　∴∴∴∴ 笠÷町臆は／二〔＼ �クマ、フクロウ、ネコの3タイプ ∴∴「∴悪因rシー∵ 　　∴ 　　∴ 　i 　ー寓i 　∴∴∴∴下軸1 

聾器国 �黒　　鑑欝、＼墨 　　∴「∴ 

紆両日添田ぶよぴがシ“ル　　　　　　　八欧産業（株） �Ll上皇1＿上里些リマルチパスケース　　　　　　　（株）ヨシオ 

昼も夜もキラキラ光るソフトで立体的　　　　　●サイズ：67×67mm �SUICAや定期券などを入れて使用でき、鍵を下げられるホル　●サイズ：100×68mm 
キャラクターシール。全9種。　　　　　　　　●カラー：パンタ＼猫・犬・兎 �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　　※2つ折状態 

コアラ・蛙・イルカ・桜・千鳥 �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　●カラー：透明 

／／、鞠 ●．∴．∴∴ “麗＼、売 蒸／‡i＼ヱうつろあんぜ紅 葉’ ′′●∴ �せるので個人情報も保護できます。 言や∴ ∴「寸∴業瀦 ／）㌦ノ災厄滋真 



経国アニマル反射マスコットミニ　サンエス醐（株） �回田アニマル反射マスコット　　　　サンエス技研（株）－ 
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、　　　●サイズ：約65mm �昼は、かわいいマスコットですが、車のライトが当たると　　　●サイズ：高さ約12cm 
小さくしました。グレーの部分が全面反射いたします。　　●カラー：グレー 取付易く、ゴムに変更しています。 �体全体が反射し、交通事故防止に役立ちます。　　　　　　●カラー：シルバー（反射） 

∴∴ 覇躍聞聞聞闘醗経 ∴一∵∴一　　∴「 �∴∴∴「「∴ 　　∴∴∴ 

∴∴∴∴∴ 　監日 射＼（葦鸞㌶ ∴∴　∴∴∴： ∴∴∴∴小 �／／闊醸闇 
醸饗灘享÷ご／∵／＼ 　　∴「 　∴‘∴† 　、‾守Oe∵∴義＼ 

圃ピカイチホイッスル（クリップ付）（株）ヤマグチ工芸社 �田圃反射グJツプ　　　　　　（株）ヤマグチ工芸社－ 
摘草・便利なグノツプ付のホイッスル。超高　　　●サイズ：12×21mm �グノツプ式なので、帽子・服・カバン・傘などに素早く　　　●サイズ：17×24mm 
輝度反射＋安全の95デシベルで、夜道の交　●カラー：シルバー 通安全や防犯、防災対策に。 �取り付けできます。超高輝度の立体構造なので広角　●カラー：イエロー・シルバー に反射します。 

（取外し可） ヽ▲ 　　繋整護憲発議憂鬱 　／箋茎藁蒙i吋 �陳 闘 ∴∴ ：∴∵ ∴∴∴ ∴∴∴ ∴： ∴ 「∴∴ ∴∴ ∴ ゴ＿恕／一°i（ 

蓮田リアル＆リlトシブル富士山リフレクター八欧産業（株） �園田ホイールリフレクター　　　　　（株）タマ商会 

表は‘‘光る”再帰反射リアル富士山！　　　　　　　●サイズ：40mmx40mmx15mm �自転車のスポークにワンタッチ。　　　　　　　●サイズ：20×130mm 
裏返すと地図にもなる登山道。意匠登録済み。　●カラー：青・赤・緑 �ピン型　プラスチック　超高輝度　　　　　　　●カラー：白 
青、赤、緑の3色。 ：－三千容∴「∴「． 叶8日二が／ i 　難戦普単軸問題因襲 　郊言、もき ＼霊／お琴 ∴－．∵∴二二で ＼／誉謹言評 �1組：2個 一関馳績∴∴一∴早報∴∵∴“三三∵：∴∴ 

LH皇LZZ♀些」リフレクライン　　　　　　　　　（株）ヨシオ �圃超高輝度　ピカイチ・ペダルくん（株）ヤマグチ工芸社 

バイク・自転車・ヘルメット・カバン等の平面に貼れる　　●シートサイズ：214×70mm �ペダル用ステッカー（超高輝度＋強粘着）。ペダルが回転して　●サイズ：¢20mm　2枚 

多目的反射シールです。●カラー：イエロー・ホワイト iilン／／篇 ∴∴ 　ヽ ／／／ 震撥／ノ／／∴′　設題闘－園睦 ／年／二／ 」：：：：∴ 　懸題 �広角に反射！自転車の走行・横断時の事故防止に最適。●カラー：シルバー 　※ロットにより名人可 闘懸羽、軽綴＼／、 感聞醒聞闇闇聞国聞出睡蓮語間聞聞聞醒酷 薄蓮華∴「撃∴ 　∴∴∴∴∴一一∴∴∴ 　一言∴∴∴∴∴∴： 

∴紫二幸∴∴∴ 　　　　∴∴∵∴ 



姪Ⅱ垂王国ブラックはたるくん1 �15（ �反射シールロ、 �ング）（株）ヨシオ � �11221210181ワンタッチカゴほたるくん　　　　（株）ヨシオ ���� 

超高輝度反射材に格子柄を印刷し、115mmと サイズなので後方・側面からライトに反射します �ロング �●サイズ：115×7 �mmx2Px4枚 ー（各色格子柄） � �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　●サイズ：18×430mm ���� 
●カラー：シルバ ���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　（※反射部のみ） で反射して安全です。　　　　　　　●カラー：イエロー 

亀嵩霞岳嵩悪墨田題囲 　繊細〇〇回国 �ノーーi‾‾7∴∴ 1 ー「時報 、、？／‾’ “〇g田賠柑 � �∴∴－∴ 子、一 � ��� 

綴態鰭滋叢話鰯 ��� � � 

電報＼ ��� � 

誓鱗綴綴灘 ����子∴ � �、－騒総 ＼誓登綴懇 ���∴∴ ／＼弟／ � 

、雰／／i／ ∴ �綴灘藍子綴懸覿 　　罪や 

哩壁上聖堂＿」サイクルピアスは �たる �くん �（株）ヨシオ � �睡」サイクルピアスはたるくん　　　　（株）ヨシオ ���� 

トライアングル型 ハンドグノツプに付ける車幅灯 360度どの角度からも確認できます。 �● ● 言 継も＼＿、 �サイズ：67×65mm �∵∴∴烏∴ ∴∴丁 ＝縫議懇灘 ∴∴∴ � �ドロップ型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●サイズ：57×37mm ���� 

カラー：黄・ピンク ���ハンドグノツプに付ける車幅灯　　　　　　　　　　　　　　●カラー：黄 

∴「●∴ ・こ∴培土∴∴ 酒器eSe欝醤‾＝口調 籠 ���360度どの角度からも確認できます。 � 

圃ピカイチくん　反 �射靴 �ひも　　（株 �）ヤマグチエ芸ネ �土 �「正調丁元高‾1ピカ！ほたるくん　　　　　　　　（株）ヨシオ ���� 

お手持ちのスニーカーの靴ひもを、オシャレな 射タイプに付替えて、夜間は車のライトに強烈（ 広角反射します �反　● こ　● �サイズ：長さ1．2m �（1足分2本入り） 詭顧 � �超高輝度、高角度反射材を使用し反射面積が広いので安　●サイズ：9×39mmx2枚 
カラー：ネイビー ���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　●カラー：黒 

ので、はがれにくく様々な物に貼れます。 認醗鰹顎醗－／’ �●最少発注数：700個 ∴；： 

／－ 

LlZZL」聖些＿」ダイヤフットライ �トⅡ（2 �牧人） �（株）コンツナ � �812針三聖⊇国高輝度ブラックダイヤライト　　　（株）コンツナ ���� 

超高輝度広角反射材！昼は目立たず、夜は車 ライト等でダイヤのようにキラキラ光ります。 �の �●サイズ：6×75 ●カラー：シルバー 一一 露＿′ 饗顕 ∴畷 ：精 青霞 �mm（2枚入） （黒格子柄） ��超高輝度広角反射材！夜間広い角度で小さく もキラキラと白く輝くように反射します。 �て �●サイズ：12×50mm（2枚入） ●カラー：シルバー（黒格子柄） 

嬬 ここ∵十㌧∴ ．、；、売手＿ ��ri／∴／＼当演／演／＼／＝語間空母高一締高半間∵／－1 �ーi ÷∴ 器援遜 �（ ∴と：∴ �、数々 

鶉 、顕韻 ������∴‾へ∴ ／＼擬饗 　蓋艶 、“麗 



圃ピカイチくんスーパー1000　（株）ヤマグチ工芸社 ����匝亘［二重国務：莞終スーパー1000（株）ヤマブチ工芸社 

超高輝度反射ステッカー！強力な接着　　　　　　　●サイズ：8×45mm2枚 ����強力な接着力を持つ、超高輝度反射ステッカー！　　　　●サイズ：8×45mm10枚 
力と、適度な軟度で様々な靴に適して　　　　　　　●カラー：シルバー ����切取り線入りだから、街頭での配布や　　　　　　　　　　　●カラー：シルバー 
います。 ����貼付けキャンペーン等にも最適。 

∴∴ 　　総務灘＼三 ∴∴　∴一∴∴∴ i、 ∴∴：∴∴∴∴ ��轡 ∴ �＼輔醐騙 　※切取り線入り �善 事 � 

∴：言∴∴：∴ ∴∴∴ 　∴∴∴∴∴ �����∴∴∴∴∴∵ ∴∴†∴∴∴一 　㌢（∴料金 　∴「 ／′／i 

「i而‾1隷髭鮨－バー400　（株）ヤマグチ工芸社 ����駐独Z些＿」隷親臨アルスーパー500（株）ヤマブチ工芸社 

黒色で目立たず、夜間は強烈に反射切取り線入りだから、●サイズ：8×45mm10枚 ����黒・白どちらの靴にも合うデザイン。（強烈な反射＋　　●サイズ：8×34．5mm10枚 
街頭での配布や貼付けキャンペーン等にも最適。　　　　　●カラー：黒格子柄 ����強粘着）切取り線入りだから、街頭での配布や貼付　●カラー：シルバー（黒格子柄） けキャンペーン等にも最適。 

∴∴∴ ����） � 

脚醐 　※切取り線入り �　∴∴ ：：∴ 「∴． ∴「 ∴－二言∴ ／（ �∴∴：∴∴∴ 婆華子∴正子、閲酸iY ∴∴ ／ ��醸 ∴ 緩 ※切取。繰入。 �㌫綜∴ii／in ‾泌定点＼＼i譲 謹啓＿＿＿ 　∴∴∴ ＼一∴ふ薄日 

園田ピカ黒くんスーパー400　　（株）ヤマグチ工芸社 ����出塑l＿豊里国ピカ黒カジュアルスーパー500（株）ヤマグチ工芸社 

黒色で昼間は目立たず、超高輝度反射材がベース　●サイズ：8×45mm2枚 ����黒・白どちらの靴にも！超高輝度反射材がベースな　　●サイズ：8×34．5mm2枚 
なので、夜間は車のライトに、強烈に反射します。　●カラー：黒格子柄 ����ので、コンパクトなサイズながら、強烈に反射しま　　●カラー：シルバー（黒格子柄） 
（強粘着タイプ） � ���す。（強粘着タイプ） 　∴ 　「 　滋 ．∴∴：∴ 　∴∴ ∵　∴ 　〈薫 �∴∴∴∴一∴ ：∴十一∴∴ 衰 ：∴ 1，鳥／＼ ∴∴∴∴∴一 � 

「∴． 

匝重臣垂ヨピカイチ・ポイント　　　　（株）ヤマグチ工芸社 ����「i而‾1ピカ黒くん（靴ががと・側面用）（株）ヤマグチ工芸社 

強力な接着性能と、適度な軟度があるので、ス　　　●サイズ：10×22mm　6枚 ����黒格子柄だから、昼間は目立たず、夜間　　　　　　　●サイズ：8×45mm　2枚 
二一万一、杖、カバン、カサ等、多目的に貼れる超　　　●カラー：シルバー ����は車のライトに高輝度反射。靴かかと＋　　　　　　　　　　　11×21．5mm　2枚 

高輝度タイプ。 　＼辛譲鱈菓臆醗㌶ 　綴畿調音蹄篤滋 　1ジ／＼し＼） 　i廿、ノく＼ 　∴∴∴∴∴＿ 　逮一塁亨調音題隊落語譲 葛m葛D∴ �� ��側面の2ヶ所に貼って、安全度アップ！ �●カラー：黒格子柄 � 

器臨 績勝報酸鋼醸 �∴∴ �∴∴ ∴ 子；÷ ：＼： ∴∴ �∴∴∴二一；∴∴ 二でi／志 �鑑醸轡醸 �議 

∴∴∴∴　∵：：∴一 ∴「∴∴∴∴∴∴： ����� 



「i而‾1ピカ白くん　　　　　　　　（株）ヤマグチ工芸社 �L坦針＿三匹空」ピカ白くん（普及タイプ・切り取り式）（株）ヤマグチ工芸社 

白色タイプだから、スニーカー等に最適。超高輝度　　　●サイズ：8×34．5mmx2枚 �白色だからスニーカー等にもピッダリ。切取り出来　　　●サイズ：8×34．5mmX10枚 
反射材がベースなので車のライトに強烈に反射！　　●カラー：白格子柄 �るので、街頭での配布や添付キャンペーン等にも　　　●カラー：白格子柄 
（強粘着タイプ） 議題畷／＼／一目／繕 i／／＼欝畷＼i＼＼／／ �最適。（強粘着タイプ） ※切取り線入り �スニーカーや革靴（ 自転車のハンドルなどに 　∴LI：！ 

ー＿　　　1胴看 

「i而テ‾lピカイチくんカラー300　　（株）ヤマグチ工芸社 �冊‾1ブラックはたるくん35　　　　　　（株）ヨシオ 

オシャレなカラー＆強粘着タイプの靴用高輝度　　　●サイズ：7．5×55mmx2枚 �普段は、目立たない黒色反射材ですが超　　　　●サイズ：8×35mmx2枚 
反射ステッカーです。カサ、バッグ、ランドセル、　　　　●カラー：赤・黄・青 �高輝度反射材を使用しているので60m　　　　● ��カラー：シルバー（黒格子柄） 
ヘルメットなどにも…。 �先からでもピカツと強烈に光る！ 

灘 � �子 議 」∴ � �∴ � 

∴∴青書 ��1－箪ii � �爵 � �一木＝字 
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／線等 欝 －： 罵責 

（／三冠霧　＼ �� �一　　、 �讃麗躍論＿ ・）圭 　∴∴ 醗 鶉鎌漕轡 � �＿少や／＼／ ∴∴ ふ、∴ 撥・ 

匝五二三重亘］ミニはたるくん2　　　　　　　（株）ヨシオ �田圃ブラックはたるくんX4　　　　　（株）ヨシオ 

超高輝度タイプの2枚セットで、小さいサ　　　　●サイズ：8×24mmx2枚 �4枚付きなので靴の側面とカカトに貼ると、　　●サイズ：ブラック：8×35mmX2枚 
イズで目立ちにくく杖、靴、自転車、カバ　　　　●カラー：シルバー �横断中の交通事故防止に役立つ超高輝度　　　　　　　シルlト：6×35mmX2枚 
ンなどお好きな場所に貼って頂けます。 　　∴∴∴二言：：■■■■m 　　∴獲臆臆臆喜一∴∴∴∴∴∴： 　　　　∴∴∴∴：「 　　　∴∴： �反射シール。 � 

年来＼／乞 ．∴ 

∴　一寸　　　　　　　　　　∴∴ 

∴ � �i∴　　　　　　　∴∴∴∴∴∴ 

鰯謂／i喜一懸＼＿運閏 ∴「÷∴∴∴：∴　∴∵∴ 　　　　ま，／ �� 

聞国縫塗壷畿読∵∵満配 擁護懸∵∴　二：闘難渋－／＼∴ �8888888888誓総務総※総惑溺※懸襲緩 

懸／L一連轟巌蟻熱く÷i懇篤籍 　言霊‾‾＼ � 

間靴はたるくん・2　　　　　　　　（株）ヨシオ �間ミニ靴ほたるくん10　　　　　　（株）ヨシオ 

超高輝度、高角度反射材を使用し粘着シール面には　　　●サイズ：9×49mmx2枚 �1シートに反射シールが10枚ついており、　　　　　　　　●サイズ：8×24mmXl0枚 
強度粘着剤を使用しておりますので、剥がれにくく　　　●カラー：黒・白 �キャンペーンなど数多くの枚数が必要なときに　　　　　　●カラー：シルバー 
様々な物に貼れます。●最少発注数：450個 講義鷺鷺麗麗麗爵霞 深さ1－住 ∴∴∴「「：∴∴∴∴∴：∴「∴∴∴∴ 聞1、11 ∵∴∴∴∵∴∴∵∴ 　察＼∵∴∵「 　＿＿＿＿睡蓮酷遥遠 �便利です。 －－－－－－－－－－ �●最少発注数：300個 ∴∴∴一一 



凹型」サイクルリフレクターピエリス　　（株）フシミ �田圃3Dスポ“グノブレクダーⅢ　　　（株）コンツナ 

自転車を選ばないサイクルリフレクター　　　　　●サイズ：50X50mm �【チューブ型高輝度反射材3本セット】　　　　　　　●サイズ：¢6×70mm 
重さ約1グラム厚さ約1mm以下●カラー：ホワイト 　ヂ／／＼－’／ 　■＼ノアへ：／ 　あ鰹剥、／麗 �自転車のスポークに装着。広角的に反射し夜間の自転●カラー：シルバー 車走行をサポート。 

ーiく7－／ 

∴： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾／〆→））（ 

∴∴∴　　∴∴　一∴∴ �　　　　∴∴「 ：　廿　∴∴∴一∴∴一山： 

∴一∴∴∴∴∴∴　　　　∴∴　∴∴∴ 　　　　　　∴∵∴∴∴∴∴ 　　　　　　　∴∴＿ �轡案囲臆広角的によく光る1目 

回国新サイクルリブレクワ“（蛍光黄）サンエス技研（株） �圃新サイクルリフレクタ“（白）　サンエス技研（株） 

スポークにワンタッチで取付けられる。　　　　　　　●サイズ：36×82mm �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 ‘‾－i二／、／ i＼／i京 　○○勲〇〇〇 　奇／／¶ ／窃 ∴イ∴∴：∴∴ ∴∴∴∴∴ �●カラー：自 発＿・一案移密雲 〇〇〇〇8°000° J〇〇〇〇g罪 ∴ 「 ／／／ノ／ 基因88の 

匝亘I二重垂二］非需用目印蛍ロープ　　　　　（株）ヨシオ �回国交通誘導用矢印板　　　　　　（株）ヨシオ 

高輝度反射材を締込み、軽量素材を使用したロープです。　●サイズ：¢1．2cmxlOm �交通事故の発生時、警察官などが自転車やバイクで　●サイズ：約230×460XSmm 
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●カラー：黄×黒 域等をドライバー等に知らせるのに便利です。 　．霊感中盤‾／翠湧坪／／／（ 。｝＿志／痔） �臨場しての夜間交通規制・誘導や受傷事故防止に。（縦×横×厚さ） 閣醒醗麗i 

「∴∵： 　∴：∴ ∴∴「∴、 や慈i竃蜜霊楽繋語誓∵ �闘醒間藤紫蘭 　／藻！ ∴：∴∴：中i∴∴∴∴ 数、（ ∴ ：∴∴ 

帽証　　喜一　　壷　縮緬騨睡醒配 �ii「「「「¶ 
∴∴ �園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 

寮 ！ ：； 議一≒器鵠鶉 ∴∴∴∴　∴∴ �●　縫＼ ●：∴「 ／？／∴寧誇 i高言鱒二、田園8回回寡言iQ ／／豊海／1線⑧ 鷺也〃臆臆面や＼言 ＼／∵嘗∴高書 


