安全保安用品ダイジェストカタログ vol.2

全ての商品を確認することができる

総合カタログがございます。
2014年春に、総合カタログVol.3をリリースいたしました。
ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
弊社公式ホームページよりご請求ください。
また、パソコンでご確認いただける電子
（Web）
カタログがございますので、
弊社公式ホームページよりアクセスしてください。
※スマートフォン、タブレット、その他パソコン以外の端末では上手く表示され
ない場合がございます。ご了承ください。

安全保安用品／環境整備用品／標識・看板／防災・防犯用品／交通安全用品 製造・販売

h t t p: //w w w.to u g u .c o.jp

トーグマちゃん

アートちゃん

弊社は様々なサイン関連・カラーコーン・その他製品の生産設備を保有しています。
大型インクジェットプリンタ
（耐水性の高いインクジェット機です。）
優れた屋外および屋内用の印刷物を作成できる大型のインクジェット機です。
旧来のインクジェットプリンタは耐水性が皆無でしたが、インク性能が格段に
向上し、ラミネート加工をしなくても高耐候性を実現し、
かつ高精細な画像を
表現できます。
（対応する印刷幅は3.2mになります。）

横断幕出力例（印刷物：ターポリン）

シール紙に印刷し、カッティング
プロッタと連動させ、輪郭をカット
したステッカーです。

オリジナルのフェンス用シート、横断幕、車両幕を作成することが可能です。
（詳しくはお問い合わせください。）

横断幕1（出力例：6000×850㎜）
フェンス用シート1（出力例：1700×900㎜）

横断幕2（出力例：8000×850㎜）

フェンス用シート2（出力例：1700×900㎜）

車両幕
（出力例：1000×300㎜）

カッティングプロッタ
（カッティングシートの転写）
色のついたカッティングシートをプロッタという機械で文字や図形にカットし、余分な部分を取り除いてアプリケーションテープというメディアを使い転写して仕上げます。

ラッカースプレー吹付用紙型
を製作することもできます。
様々な物に何度も名入する
ことが可能です。

シルクスクリーン印刷（大ロットに最適な印刷です。）
印刷する色ごとに凸版という版型を作成し対象に直接印刷します。色数が多い場合や小ロットの
案件には向きませんが、ロットが多くなると安価になります。また、耐候性に優れています。

版型を用いて対象に
印刷します。
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長年の経験、情報、技術をもとに作られたカラーコーンは、
多くのお客様から絶大な安心と信頼を得ております。

東北
（山形）
工場にて品質の高い製品を生産しています。

製造方法は、軟化する温度まで加熱したプラスチックを圧力を加えて押し込み、金型に充填し成形
する加工方法「射出成形」を用いて作られます。

生産能力は一日に最大約６０００個もの生産が可能で、繁忙期には
２４時間稼動で生産が行われます。

山形工場は、山形空港から徒歩 約10 分と立地条件
に恵まれた場所にあります。直ぐ側には、住友3M社
の工場があり、商品の高い品質を維持する為のご協
力を受けております。

当社のソフトカラーコーンの柔らかさの基となるのが、写真左の
ＰＥバージン原料で、原料に色を付けるのが写真右の顔料です。

工場内では、広い作業スペースで毎日多数の製品
（主にカラーコーン類）を製造しております。もちろ
ん品質への管理は常に怠りません。

当社のソフトカラーコーンは再生樹脂を使用していま
せんので、色の鮮やかさ（ 退色しにくさ ）
・柔らかさや
耐久性・対候性が非常に優れており、一般のカラー
コーンよりも長い期間使用していただけます。

大阪
（松原）
工場では皆様のご希望に応える製品を生産しています。
大阪工場では毎日様々な製品を製造しています。主に鉄製品の製造、加工を得意としています。品質を維持するために一部製品をハンドメイドで製造しています。
また全自動の倉庫もあり、こちらから全国の当社営業所へ配送され、各工事現場様、官公庁様、企業様、ホームセンター様等に納品されます。

※山形工場
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当社のカラーコーンは品質に自信があります。耐久性、耐候性に優れています。
ソフトカラーコーン
耐久性、耐候性に優れたコーンです。
●サイズ：□380×高さ700㎜

●材質：軟質ポリエ

チレン樹脂 ●カラー：赤・緑・黄・青・白・橙・桃（受注生
産品）
・黒 ●重量：約1kg

品番：GSU-70R（赤）409111

※受注生産

ソフトスコッチコーン（反射3段巻き）

デザインスコッチコーン

夜間の視認性に優れています。

かわいいイラストステッカー付きのコーンです。

●サイズ：□380×高さ700㎜

●材質：軟質ポリエ

●サイズ：□380×高さ700㎜

●材質：軟質ポリエ

チレン樹脂 ●重量：約1kg ●封入反射シート使用
●カラー：赤・緑・黄・青・白・橙・黒（シート：白反射・黄反射・赤反射）

チレン樹脂 ●重量：約1kg ●両面ステッカー貼り
●封入反射シート使用 ●カラー：赤・緑・黄・青・白・橙

品番：SC-70AW（赤/白反射）410111

品番：DSC-70R12（赤/とび出し注意）414194

セフティ・ユーロコーンα（アルファ）

セフティコーン

高輝度反射シートを使用したコーンです。

高速道路仕様のカラーコーンです。

●サイズ：□365×高さ700㎜

●サイズ：□365×高さ700㎜

●材質：軟質塩ビ製

●材質：軟質塩ビ製

(PVC) ●重量：
（重りなし）約2.8㎏ ●高輝度反射
シート使用（3M社製） ●カラー：赤・緑・青

(PVC) ●重量：
（重り付）約4.8㎏ ●熱融着式反射
シート使用 ●カラー：赤・緑・黄・青・橙・黒

品番：SEA-70AWL（赤・重りなし）400122

品番：70AWH（赤/白反射・重り付）404101

スケルコン

伸縮コーン（普及タイプ）

内部が見えることで危険物設置を防ぎます。

収納時に場所を取らず、持ち運びしやすい！

●サイズ：□365×高さ700㎜ ●材質：軟質塩ビ製
(PVC) ●重量：
（重りなし）約2.8㎏ ●熱融着式反
射シート使用

※収縮写真

●カラー：赤反射・白反射・黄反射

●サイズ：□310×高さ660㎜ ●重量：約1 kg
●材質：ナイロン、ポリエチレン、ABS
●緊急時に活躍する携帯しやすいコーンです。

品番：70SRL（赤反射・重りなし）401112

品番：PCK-70RC（高さ660㎜）434113

ピカレスコーン

高輝度コーンサイン（コーン用標識）

高輝度LEDの発光が、事故を防止します。

カラーコーン専用の高輝度反射標識です。

●サイズ：□380×高さ700㎜ ●ｃｄｓ使用
●アルカリ単１乾電池６本で約300時間持続

●サイズ：横300×縦500㎜×厚さ1㎜
●SSφ5×直径140リング付き ●取付金具：蝶番式

●重量：約2kg（内照装置+電池） ※乾電池は別売

●材質：プリズム高輝度反射シート ※コーンは別売

品番：PLC -1型（LED8個）432111

品番：KCOS-10A（工事中）233224

光るコーンリング

蛍光リングバー

夜間の視認性と転倒防止に役立つコーンベースです。

カラーコーンと組合わせればバリケードに！
！

●サイズ：外径φ365×内径φ300×高さ35㎜
●重量：2㎏ ●材質：
（シート）封入反射シート
（黄色）
※コーンは別売

●サイズ：φ34×長さ2000㎜・1500㎜
●昼は蛍光色。夜は反射式。いつでもよく見える
カラーコーン専用バーです。 ※コーンは別売

品番：GOR-D4 422111

品番：FRB-SA20（長さ2000㎜）520111

様々な作業現場でご使用いただけるバリケード製品です。
ガードフェンス（角180型）

EGフェンス（角180型）

様々な作業現場の防護柵として使用できます。

環境に優しいデザインの防護柵です。

●他にも扉付き、オールネット、鍍金仕様などがあります。
●サイズ：横1800×縦1800×φ28.6㎜
※石台は別売

●他にも扉付き、鍍金仕様などがあります。
●サイズ：横1800×縦1800×φ28.6㎜
※石台は別売

品番：GF-K1 289226

品番：EG-1 290111

Aバリ普及型（コップ付）

カラースタンド（樹脂製）

お手軽に設置することができるバリケード。

軽量で運搬がしやすく耐久性も高いスタンド。

●サイズ：幅1200×奥行500×高さ800㎜
●メラミン焼付塗装 ●トラ板エプロン付き

●サイズ：横640×縦800×□57㎜ ●カラー：緑・黄・青

品番：AB-1C（コップ付・長穴 本体+トラ板） 323112

●材 質：
（本体）PP （クランプ）鉄製
●クランプ2接点式（単管φ48.6、
φ42.7㎜兼用）
※写真はかんたんクランプを使用した物。

品番：CS-1（緑）359111
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各種工事内容を解りやすく示した標示板です。
プリズムスリム看板

エアーメッシュサイン看板

プリズム高輝度反射仕様のスリムな看板です。

後方の視認性に優れた風に強い看板です。

●サイズ：
（取付枠）横275×縦1550×□25㎜

●サイズ：
（取付枠）横275×縦1550×□25㎜

●材

（標示板）横275×縦1400㎜
質：
（標示板）プリズム高輝度反射シート
（黄・白）

●材

品番：KKSLM-01（工事中）232113

品番：AKKSLM-12（工事中）234807

蛍光ピクトSL看板

アートSL看板（黄蛍光反射タイプ）

昼は蛍光色、夜は反射式のSLサイズ看板です。

イラスト入りの黄蛍光反射SL看板です。

●サイズ：
（取付枠）横550×縦1550×□25㎜

●サイズ：
（取付枠）横550×縦1550×□25㎜

●材

（標示板）横550×縦1400㎜
質：
（標示板）封入レンズ反射（黄色）

●材

品番：蛍SL-3A（車両通行止）226112

高輝度SL看板（オレンジ蛍光反射）

工事標示板（国交省仕様SL）

高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性看板です。

国土交通省仕様のSLサイズ標示板です。

● サイズ：
（取付枠）横550×縦1550×□25㎜

●サイズ：
（取付枠）横550×縦1550×□25㎜

（標示板）横550×縦1400㎜
●材

品番：KSL -10A（工事中）224142

品番：1-7H（高輝度反射）211154

看板キャリー（鋳物タイプ）

ガードレールスタンド（アルミタイプ）

工事看板の重し台として使用します。

ガードレールの上部に看板を共架できます。

●横550×縦1400看板用
●錆に強いドブメッキ仕様です。

●サイズ：幅300〜1100㎜の看板に対応します。
●ガードレールは支柱部φ114.3㎜、
φ139.8㎜の

※看板枠は別売

どちらのサイズにも取り付け可能です。

品番：CR-10M 237212

品番：GRS-550AL 238133

看板守君

LEDソーラー看板照明

通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。

工事看板専用の照明です。
（ソーラータイプ）

●サイズ：横550×縦1400㎜用（横1100用パーツは別売）

●サイズ：
（本体）幅500×高さ110×奥行120㎜
●満充電から60時間以上発光します。
（ 夜間自動点灯）

●カラー：緑・黄・オレンジ・青 ※写真は緑
●クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。

品番：KMK-1（黄色） 241463

禁止

TMA-5

安全
第一

あぶないから
はいっては
いけません！
TMA-2

立入

TMA-66

※看板・単管は別売

●専用の100Vバッテリー充電器で充電が可能です。
（別売）

※看板、
クリップは
別売

品番：LS6-S 241672

パイプ看板 スリムミニ

ターポリンのれん標識

お気軽に設置ができる折りたたみ式の看板です。

単管パイプやバリケードに簡単取付が可能。

●サイズ：
（取付枠）横355×縦1050㎜
（標示板）横300×縦800㎜
●重りを乗せることができる一体型キャリー付き。

●サイズ：横450×縦550㎜
●雨風に強いターポリン製（ポリエステル）
●裏面マジックテープ付き ●計25種類ございます。

品番：OT-30S 876113
関係者以外

（標示板）横550×縦1400㎜
質：
（標示板）3タイプ（無反射・反射・高輝度）

● 材質：
（標示板）プリズム高輝度反射シート（蛍光オレンジ）

●重量：10kg

文字入れ
うけたまわり
ます。

（標示板）横550×縦1400㎜
質：
（標示板）封入レンズ反射

品番：アートSLK-2（通行止）227112

※プリズム高輝度反射（黄色）仕様もございます。

※R看板枠を
使用しています。
（別売）

（標示板）横275×縦1400㎜
質：
（標示板）プリズム高輝度反射シート
（黄）

TN-A21
TN-A15

※重りは別売

品番：TN-A3（関係者以外立入禁止） 285113

TN-A3

アートまんが標識（MA板）

タンカン標識

かわいいイラストで、
わかりやすい標識です。

新デザインの単管用のれん標識です。

●サイズ：横300×縦600㎜
●材質：PP ●クギ穴：4
●計10種類ございます。

●サイズ：横450×縦600㎜
●材質：ターポリン ●裏面マジックテープ付き
●計36種類（白無地含む）
ございます。

TKH-21

品番：TMA-5（関係者以外立入禁止）249131

TKH-15

品番：TKH-3（関係者以外の立入禁止）286123

TKH-3

新まんが標識（MB板）

新デザインのまんが標識です。

LEDGソーラーVⅡ
（SL縦型）

●サイズ：横300×縦600㎜

●クギ穴：4

ソーラー電源で稼働するLED標示板です。

●材質：PP

実施中

酸欠危険
関係者以外

整頓

整理

立入禁止

安全運転
前後左右の
歩行者に注意を
よく確かめよう

清掃

清潔

181.5 cm

高 所 作 業は

安全 帯 を 使 おう

あぶないから
はいっては
いけません ！

！
！

5S 活動

●計64種類ございます。

しつけ
MB-19

TMB-2

TMB-87

TMB-55

TMB-77

TMB-2

TMB-19

TMB-24

TMB-55

TMB-77

249202

249221

249225

249238

249256

●サイズ：幅750×高さ1815×奥行800㎜
●LED画面サイズ：横320×縦960㎜
●電源：ソーラーパネル、バッテリー、AC100V電源
●表示内容：合計99種類の中から最大4種類までを表示
●調光機能：昼夜2段階切換（自動にて）
●バッテリー駆動時間：満充電より連続使用12日間
（但し表示内容により異なります）
※ソーラーパネルの上部に障害物があり影になる場所や
天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。
●NETIS登録済み製品です。

品番：SL3296B 670106
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安全保安用品は全国の様々な作業現場で活躍しています。
ハイブロック900
衝撃効果に優れた誘導安全保護壁です。
●サイズ：
（本体）幅1200×奥行600×高さ900㎜
（端末部凸・端末部凹）幅1185×奥行600×高さ900㎜
●材質：ポリエチレン樹脂

品番：HB-900R（赤・本体）377112

カラーパイプバリケード
封入反射シート付きの鉄製バリケードです。
●サイズ：幅2000×奥行600×高さ900㎜
●連結チェーン：1m・シャックル付
●脚は取り離し可能です。 ●各色の反射シート付き

品番：CB-4（白／赤反射）382114

※標識や標示板を取付けることが
できます。
（別売）

パイプバリケード（アルミ型A）

矢印板SR型（折りたたみ式）

耐候性が強いパイプバリケードです。

折りたためる上、抜群の耐久性を維持します。

●サイズ：幅2000×奥行600×高さ900㎜

●サイズ：幅900×高さ500㎜

●材質：
（本体）アルミ（一部鋼製）
（
、シート）封入反射シート
●緑・黄・青・反射なしのタイプも製作可能です。

●材質：アルミ ●折りたたみ式 ●全面反射
●頭部二重式で、開き角度が一定し座屈しません。

品番：GPK-3AL 380121

品番：AR-12 630111

※標識は別売

プラエイト矢印板

ウェイトバック（B）

衝撃に強い柔軟な発泡樹脂を使用しています。

工事看板や矢印板の重しとして使用可能です。

●サイズ：幅900×高さ620×厚み8㎜
●矢印部のみ反射 ●開き止め金具付き

●サイズ：横400×縦300×高さ50㎜
●重 量：砂充填時 約6ｋｇ

●折りたたみ式

●規

●片手で持ち運びやすい穴付き

品番：TPL8-1 626111

※矢印板は別売

格：砂あり又は砂なし

品番：B-5Y-RH（砂あり）237321

LEDシェブロンアロー

バリコーン

3パターン切替式のLED矢印板です。

標示板にも使えるバリケードタイプのコーン

●サイズ：幅610×奥行530×高さ420㎜
●電源：単１乾電池×2本 ●連続使用時間：約40時間

●サイズ：(本体）幅1400×奥行400×高さ820㎜
（表示部）上部表示 横600×縦300㎜

●発光パターン：一斉点滅／流動点滅／前後連動点滅

●色：赤・黄・緑 ●重量：7kg ●材質：ポリエチレン樹脂

品番：AR-2VR 637115

品番：BC-A1WR（赤地・白反射）442111

スキッパースタンド

オレンジポール

伸縮式テープが便利な高輝度反射付きスタンド。

夜間の安全性に優れた高輝度反射付きポール。

●サイズ：
（全体）約 高さ1120㎜
（台座部）約φ500×高さ140㎜
●重量：約3kg（水満量時 約11kg）

●サイズ：
（ポール）
φ115×長さ1130㎜
（ベース）390×390×高さ35㎜
●重 量：約6kg ※プラスチックチェーンは別売

品番：VPR-ST（ポール・ベースセット） 451214

品番：OJP-12L 622211

※頭部のコーンテープ（スキッパー）は別売です。

道路の交通安全を守る上で欠かせない製品です。
認定ステンレスミラー丸型一面鏡

建込用キングライトKR450

ステンレス鋼板(SUS304)を使用しているミラーです。

よく目立つ反射部で夜間の安全走行に貢献します。

450㎜

●サイズ：φ600㎜ ●曲率半径 R=2200
●仕 様：裏金具φ76.3、ポール別売
●専用注意板1枚付属(600×180㎜)

●サイズ：
（有効反射径）
φ450㎜ ※国内最大
●材 質：
（反射体）耐熱アクリル樹脂
（支柱）STK鋼管（樹脂重被覆）

品番：AMC-S1（認定品）980111

品番：KR450（超大型）523561

ソーラーレンズドラム

スノーポール

車両衝突時の衝撃を緩和する自発光ドラム。

積雪事故の防止など安全に役立つ道路標識柱。

●サイズ：φ580×高さ840㎜
●材質：
（シート）封入反射シート、
（ 本体）ポリエチレン樹脂

●サイズ：φ38×長さ2700㎜(その他のサイズもあります)

●内部インナーボックス：6個

品番：CDM-802SR（格子）645112
※その他、ロングタイプなど様々なドラムがございます。

●材

質：
（シート）
（ 反射）封入反射、
（ 非反射）塩化ビニール樹脂
（支柱）STK鋼管（メッキ粉体塗装）

品番：SP-38-L1（封入反射） 519545

5

UVインクジェットプリンタ
（様々な素材に直接印刷が可能）
様々な素材に顔料インクを直接印刷し、紫外線を照射する工程により瞬時に硬化させるシステムです。
印刷速度も高速かつ旧来の製作方法より乾燥や転写などのプロセスを省略化できる事で、製作期間の
短縮が図れます。また幅2ｍまでの幅広印刷に対応しております。

UV光でインクが硬化し瞬時に乾燥するので、大量ロット印刷が可能です。
段ボールや板紙はもちろんアクリルやプラスティック、スチレン、布などのあらゆる資材への印刷を実現
し、階調表現が可能な白や、ニスインクの１パス印刷、厚みのある資材への対応（40㎜まで）など既存の
使用方法にとらわれない幅広い対応を可能にします。

100%VOC（揮発性有機化合物）フリーのRho UVインクを用いています。
VOCは常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称のことで、世の中で幅広く使用されて
いますが、環境中へ放出されると公害などの健康被害を引き起こすことが問題となっております。

印刷例：ステンレス（金属）

印刷例：木材

印刷例：コルク

様々な素材に
ダイレクト印刷
が可能です！
！
※1枚からOK！

印刷例：プラスチック段ボール（プラダン）

印刷例：段ボール（二次加工品）

印刷例：ステンレススタンド

場

T E L (06)6633-1281

FAX (06)6631-0496

〒556−0001 大阪市浪速区下寺３丁目16番８号

□大 阪 営 業 所

T E L (072)331-8600

FAX (072)331-8061

〒580−0046 大阪府松原市三宅中８丁目５番１号

□松

場

T E L (072)331-8579

FAX (072)334-8913

〒580−0046 大阪府松原市三宅中８丁目５番１号

□神 戸 営 業 所

T E L (078)652-8750

FAX (078)652-8751

〒652−0893 神戸市兵庫区南逆瀬川町2番地31

□ 首都圏営業所・川崎

T E L (044)865-3411

FAX (044)866-8161

〒213−0015 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷３丁目３番地12号

□ 首都圏営業所・千葉

T E L (047)378-2371

FAX (047)378-2312

〒272−0015 千葉県市川市鬼高4丁目13番24号

□名 古 屋 営 業 所

T E L (0567)95-4881

FAX (0567)95-6082

〒497−0058 愛知県海部郡蟹江町富吉3丁目254番

□福 岡 営 業 所

T E L (092)523-1243

FAX (092)524-4744

〒810−0033 福岡市中央区小笹１丁目17番38号

□北 海 道 営 業 所

T E L (0144)55-7001

FAX (0144)55-7002

〒059−1366 北海道苫小牧市あけぼの町１丁目１番１号

□東 北 営 業 所

T E L (0237)48-2050

FAX (0237)48-2055

〒999−3761 山形県東根市大字神町字西原1117番

□山

T E L (0237)48-2050

FAX (0237)48-2055

〒999−3761 山形県東根市大字神町字西原1117番

□本

社 ・ 工

原

形

工

工

場

トーグ ホームページアドレス

http://www.tougu.co.jp

※安全を願うニーズ、開発（研究・技術）のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。

