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環境を意識した景観デザイン

＜国内外初!! 屋外長期対応型製品＞

通常時

発光時

◎ 特許取得 １３点、特許出願中 ９点

このカタログ製品は、すべて自社特許に基づき開発した製品です。

注） 当社特許の類似品にご注意ください。
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短く、早いところでは、数分で到来します。そのため深夜に地震が発生すると避

難が遅れる可能性が高まり、被害が大きくなると言われています。

　Linko☆Blue　Linko☆Green製品は、従来の屋外蓄光製品の欠点を克服し、

夜間の誘導を目的として開発された、業界初の屋外専用蓄光式製品です。

当社蓄光製品は、自社特許に基づく、蓄光シリコーン積層構造です。

　夜間、巨大地震による停電が発生すると屋外において、足元がまったく見え

ない暗黒の事態が想定されます。

企業理念

　「省エネ」「安全の光」「安心の光」を会社理念とし、光をテーマとした製品開発

を行い社会に貢献してまいります。

ご あ い さ つ

　南海トラフ巨大地震が確実視されてきている現在、最悪の事態を想定した避難

誘導対策が最も重要となってきました。

　特に冬、深夜の巨大地震が発生するケースでは、死者が最大３２万人と推測

されています。

　南海トラフ巨大地震の特長は、震源域が陸地に近いため、津波の到来時間が

　当社は、「壁面」「路面」をフルに活用した途切れることのない誘導（蓄光式避

難誘導システム）を目指し、今後も開発を行ってまいります。
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日本国内の現状

（１）　南海トラフ巨大地震の確率

・ 最悪の事態を想定した、避難誘導対策が

最も重要。

・ 深夜に地震が発生した場合、

避難行動が遅れる可能性が高まり、

被害が大きくなると言われています。

平成３０年６月２６日　毎日新聞より

（２）　南海トラフ巨大地震想定 （M9.1）

・ 迅速避難ができなかった場合（大阪府資料より）

・ 冬場・１８時を想定した死者数は132,967人

・ この人数は、大阪府人口の１％を超え、大阪市

人口の約５％にも上るとされています。

・ 迅速避難ができた場合（大阪府資料より）

・ 迅速避難行動で死者数を7,882人まで引き下げる

ことができると試算されています。

・ 最悪を想定（冬・１８時）、停電などで光源が確保されない

・ 懐中電灯や携帯電話など手元に光源がなく、停電のため街灯も灯っていない場合も

想定されます。

大阪府　南海トラフ

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/keikaku_higaisoutei/bukai.html）
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（３）　大阪北部地震について

・ 大阪府内で約１７万２５０戸で停電を起こし、

復旧に約２時間半もの時間を要した。

・ 夜間２時間半もの停電は避難行動の遅れを

招く大きな要因になります。

・ 迅速な避難行動は、人命を守る最大の手段

であり、そのお手伝いとして誘導を無電源で

行えるのが屋外専用蓄光式避難誘導標識です。

大阪北部を震源とする地震に関する被害状況について 大阪北部地震wikipedia


（http://www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_osaka/pdf/300705_jishin_osaka_01.pdf)
 （https://js.wikipedia.org/wiki/）


（４）　北海道胆振東部地震について

・ 平成３０年９月６日午前３時８分ごろに起きた最大震度７の巨大地震

・ 北海道全域（295万戸）が停電

・ ８日間の暗黒の世界（ブラックアウト）

・ 警察の方から「車での不用意な異動は避けてください。」とのアナウンス

・ この中で安全に徒歩などで避難場所まで行かなければならない。

バズブラスニューズ

（http://buzz-plus.com/article/2018/09/06/sapporo-hokkaido-jishin-teiden/）

い ぶ り
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重要 ⇒ Linko☆Green製品は「瞬間発光」の特別な機能がございます。

車のライトや懐中電灯などの光に瞬時に反応し、再蓄光します。

用途に合わせて、発光色をお選びください。

注意）

屋外におけるLinko☆Blue・Linko☆Green発光の重要性

プルキニェ現象（英：Purkinije　Phenomenon）

　色は網膜の視細胞で感知しているが、明るい場所では赤が鮮やかに遠くまで見え、

青は黒ずんでみえます。

　暗い場所では、青が鮮やかに遠くまで見えるのに対して、赤は黒ずんで見えます。

　これは、桿体とよばれる視細胞の働きによるもので、人の目は暗くなるほど青い色

に敏感になります。

当社蓄光製品には、Linko☆Blue「青緑発光」とLinko☆Green「黄緑発光」があります。

光が遮断された直後は「黄緑発光」の方が初期輝度が高いため、高輝度で見えます。

蓄光製品は、時間を追う毎に残光輝度が減衰していきますが、青緑発光製品の方が、

きます。

プルキニェ現象により夜間十分視認できることから、屋外に適していると思われます。

（27ページ　照射後の経過時間と輝度値を参照）

数時間後の残光確認のために、明るい場所にいた人が、いきなり暗い場所に設置さ

れている製品の残光を視認しようとすると目が慣れるまで蓄光の光が見えないことが

あります。 しかし、目が暗闇に慣れてくるのと並行して、蓄光の光もはっきりと見えて
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Linko☆Blue Linko☆Green 製品の主な特徴

◎ 特許取得１３点、特許出願中９点

当社製品は、すべて自社特許に基づき開発した製品です。

注） 当社特許の類似品にご注意ください。

1⃣ 業界初！　屋外長期対応型

「耐水性」「耐候性」「耐色性」及び「耐紫外線」に優れた業界初の屋外長期対応型蓄光製品です。

当社特許 「蓄光シリコーン積層+強化ガラス（特許第6085938号）」

　及び「蓄光オールシリコーン積層（特許第6316558号」

2⃣ 蓄光シリコーン積層構造（特許基本構造）

蓄光製品の基本構造（反射層、蓄光層、トップコート層）が、

紫外線透過率の高いシリコーンと強化ガラス板などによる

積層構造であり、紫外線による劣化や黄変しにくい製品です。

１０年以上の耐候性を持つ素材だけで構成しています。

3⃣ 超高輝度・超残光

「１２時間後で１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現 !!

暗闇の中で、はっきりと文字・サインが視認できます！

・性能試験（JIS Z 9097に準拠）

　光源：キセノンランプ　400μw/㎠、60分照射

4⃣ 路面・壁面用蓄光式誘導システム

突発的な夜間災害を想定し、路面と外壁面による確実な避難場所までの誘導システムを実現。

路面・壁面用（ＡＬＬシリーズ）誘導システム　設置例

5⃣ 原色部分の高輝度発光を実現

蓄光板の上に目的の色を網状にすることにより、昼間は目的の色で図柄や記号を表現すること

ができます。夜間は網の隙間部分から発光する蓄光の光によりその部分を高輝度で発光させる

ことが可能となります。

基本積層構造

夜 間昼 間

他社製品

通常時

明るい場所 暗い場所
当社製品

発光時

特許第6085938号 特許第6316558号
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＜蓄光製品の特性＞

・ 屋外では、太陽光から放出される紫外線により光を吸収します。　屋内では、蛍光灯やＬＥＤ照明か

ら放出されるわずかな紫外線により光を吸収し、暗闇において長時間自然発光します。

・ 蓄光製品の発光輝度や残光時間は、照射強度や蓄光顔料の含有量により異なりますが、１２時間

以上の残光能力があります。しかし、一般的に使用されている蓄光製品は、屋外太陽光下において

黄変による影響（蓄光能力低下）が著しいため、使用する樹脂は、黄変に影響を及ぼさない紫外線

に強い樹脂が要求されます。

＜他社製品の欠点＞　

・ 競合他社製品は、蓄光顔料と透明プラスチック樹脂を混合した製品がほとんどです。

アクリル（ＰＭＭＡ）、塩ビ（ＰＶＣ）、エポキシ（ＥＰ）、ＰＥＴなどの製品を屋外で使用した場合、紫外線

などの影響により黄変し、極端に蓄光能力が低下していきます。

・ 蓄光製品は光吸収の上記特性上、紫外線劣化や黄変を防ぐ、ＵＶ（紫外線）カット剤やＵＶ吸収剤等

を使用すると蓄光機能が失われる。したがって、一般的に販売されている蓄光式プラスチック製品は、

屋外で使用した場合、黄変により蓄光機能が著しく低下します。蓄光製品にとって、黄変は最大の

大敵であり、外観は何ともないように思えますが、蓄光機能は１年以内で半減します。

＜実証実験＞

・ プラスチック樹脂蓄光製品は、屋外での黄変を保護するためのＵＶカット剤入り透明フィルムを貼る

と強い光（紫外線）を照射しても蓄光発光しなくなります。

ＵＶカット剤入り透明フィルムを製品の上に貼りました。 ＵＶカット剤入り透明フィルムを貼った部分は発光しませんでした。

＜参考資料＞

各大手樹脂（アクリルなど）メーカーの回答によると「紫外線透過グレードは、屋外用グレード（紫外

線カット剤等混入製品）よりも、黄変が起こりやすいため、屋外では透明性を1年以上保証できる

製品はございません。（数ヶ月で黄変するため、状態を見て交換してください。）」とのことです。

屋外で蓄光製品を長期使用するための条件

① 透明度及び紫外線透過率が高く、紫外線劣化及び黄変しない素材を選ぶこと。

② 蓄光機能を低下させる物質が混入されていない素材を選ぶこと。

①と②の条件をクリアできる素材・・・シリコーン、ガラス、石英、

この他、屋外で長期使用可能な素材・・・セラミック

■ 屋外でＵＶカット剤やＵＶ吸収剤等を混入しないで長期使用したときの製品比較（中間接着剤等も含む）

一般的な蓄光製品の特性と他社製品の欠点

蓄光製品とは、紫外線と同じ波長（特に380nm～200nm）の光を吸収して暗闇で自然発光する製品です。

素材 透明度 変色 劣化 蓄光発光機能 屋外耐候性

10年以上

ガラス 維持 しにくい しにくい 維持 10年以上

シリコーン 維持 しにくい しにくい 維持

10年以上

セラミック しにくい しにくい 維持 10年以上

石英 維持 しにくい しにくい 維持

1年以内

エポキシ 低下 する する 著しく低下 1年以内

アクリル 低下 する する 著しく低下

1年以内

塩ビ 低下 する する 著しく低下 1年以内

ウレタン 低下 する する 著しく低下

1年以内ＰＥＴ 低下 する する 著しく低下
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屋外用高輝度蓄光製品の競合他社との比較

屋外長期対応型製品 屋外では、経年劣化が著しい。

・ ・

・

・ ・

・ 当社特許に基づく基本構造 ・

実証実験２年後の写真 実証実験２年後の写真

拡大図 拡大図

夜間、発光能力を維持していました。 夜間、発光していないようでした。

超高輝度残光性能

・

はっきりと文字・サインが視認できます！

・

※ JIS Z 9097、JIS Z 9098 屋外耐久性試験の大きな問題点

・このＪＩＳは、蓄光輝度試験を行い、１２時間後の残光輝度により、Ⅰ類（3mcd/㎡以上10mcd/㎡未満）　Ⅱ類

（10mcd/㎡以上）と輝度性能を分類しています。

・次に、耐候性試験を行いますが、その試験内容は、クラック等や外観及び体積収縮の外観試験のみで、耐候

性試験後に再度行うべき輝度試験は、任意となっております。

（重要） 耐候性試験後の輝度試験を行う必要があります。

蓄光製品にとって、「黄変」は、最大の敵であり、急激な輝度の低下は、致命的です。

当社製品 競合他社

透明ガラス（強化ガラス等）などで表面を保護し、粘着性 競合他社製品は、アクリル、エポキシ、ウレタン、

及び柔軟性を有する蓄光シリコーン積層を中間層に活用 塩ビ、ＰＥＴ等の樹脂などで構成された（中間接着

した積層構造型蓄光製品であり、当社の特許製品です。 剤も含む）蓄光製品であり、本来使用する樹脂は、

屋外耐候性を高めるためにＵＶカット剤（ＵＶ吸収

当社の製品は、唯一ＵＶカット剤等を混入しなくても屋外 剤を含む）等が必須です。

使用できる蓄光製品です。 しかし、蓄光製品には、ＵＶカット剤等を混入でき

屋外で１０年以上の耐候性を持つ素材だけで構成して ないことから競合他社製品は、屋外では使用でき

います。 ません。

シリコーンは、ガラスと同じＳｉ系のため、紫外線を長時間 仮に蓄光製品の耐候性を高めるためにＵＶカット

浴びても黄変しにくく、劣化もしにくいため、当社蓄光製品 剤（ＵＶ吸収剤を含む）等を使用すると蓄光(自発

は、屋外の太陽光下でも蓄光機能を長期間維持できます。 光）機能が極端に低下します。

（JIS性能区分Ⅱ類10mcd/㎡以上をクリア）

「１２時間後で１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現 !!

シリコーン製品は、他の樹脂と比べると、透過率が非常に高

いため、驚異的な蓄光輝度と残光輝度を得る事ができます。

ＵＶカット剤等が入っていないアクリル樹脂等の

蓄光製品を屋外の太陽光下で使用した場合、

１～２ヶ月で変色及び劣化が始まり、蓄光機能

が著しく低下します。（耐候性は、１年以内）

（シリコーン製品） （アクリル等プラスチック製品）

特許第6085938号 特許第6316558号
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■ ＡＬＬシリーズ　１０３０タイプ

・ 注文番号記載例 ＡＬＬ-ＨＩＢ-Ｌ-ＢＧ-１０３０Ｎ （シリーズ名-標識名-ピクト向-発光色-形状記号）

（避難場所）

（津波避難場所）

（津波避難ビル）

（避難所）

・ 製品サイズ

■ ＡＬＬシリーズ 矢印誘導マーカー

・ 注文番号記載例 ＡＬＬ-YA-ＨＩＢ-Ｌ-ＢＧ-０８０８ （シリーズ名-標識名-種類-ピクト向-発光色-形状記号）

（避難場所）

（津波避難場所）

（津波避難ビル）

（避難所）

・ 製品サイズ

発光色 形状記号

サイズ　（㎜）

（青緑発光）Ｌ １０３０Ｎ （ビス穴無し）

１０３０Ｂ （ビス穴付き）

ステンレス金属枠

BG

YG

画面寸法 外枠寸法 厚み

（黄緑発光）

　立ち上げ 0.8
　最大 3.0

シリーズ名 標識名 種類 ピクト向 発光色 形状記号

ＨＩＢ

ＴＳＵ

ＢＩＬ

（左向）

ＹＧ （黄緑発光）

０８０８

ＢＧ （青緑発光）

ＨＪＯ
Ｒ （右向）

ＹＡ

サイズ　（㎜）

画面寸法 外枠寸法 厚み

　立ち上げ 0.8
　最大 3.0

ＳＵＳ３０４ 100×300 123×342

ＹＡ
ＡＬＬ

84×84 100×100　R8ＳＵＳ３０４

ステンレス金属枠

Ｌ

ビス穴無し
　　タイプ

ビス穴付き
　　タイプ

ＡＬＬ

（左向）

Ｒ （右向）

ＨＩＢ

ＴＳＵ

ＢＩＬ

ＨＪＯ

シリーズ名 標識名 ピクト向

■ 屋外 「路肩」「壁面」多機能型避難誘導標識

「壁面」「縁石上部」などの色々な面に多機能的に簡易設置可能な誘導標識です。

小型矢印板（0808タイプ）と併用して避難場所までの誘導標識としてご使用ください。

ＨＩＢ-Ｌ ＴＳＵ-Ｒ

ＢＩＬ-Ｒ ＨＪＯ-Ｌ

ＡＬＬシリーズ

YA-HJO-RYA-BIL-LYA-TSU-RYA-HIB-L YA



9 図・写真は、イメージです。

★

■ 特色

１ ＶＨＢアクリルフォーム構造用接合テープを使用した簡易設置方法

（推奨 ： ３Ｍ製ＶＨＢアクリルフォーム　Ｙ-４１８０）

２ 製品の表面硬度　９Ｈ及び飛散防止構造

３ バリアフリー構造

４ ステンレス（SUS304）による金属加工

５ １２時間後でも「１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現。

６ 発光色・・・「青緑」又は「黄緑」を選択できます。

■ 自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造

①特殊強化ガラス（表面硬度９Ｈ）

②特殊印刷

③蓄光シリコーン積層　（３層）

④白色反射層

⑤ステンレス製斜行Ｒ型

（横からの衝撃防止）

■ 用途

・ ＡＬＬシリーズの矢印誘導マーカーと併用して、活用してください。

・ 避難誘導が途切れることのないように「路肩」「壁面」などを利用し、避難場所まで確実

に誘導します。（途切れることのない継続的誘導）

注意）　日常的に人の足や手が触れる場所への設置は、なるべく避けてください。

　　　　　路面に設置する場合、滑りの原因となりますので、ご注意ください。

「路肩」「壁面」「縁石」併用 途切れることのない誘導

ＡＬＬシリーズについて

暗闇

明るい場所

⑤

④
③
②
①

使 用 例
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■ ＷＡＬシリーズ　「１５１５」「２０２０」「３０３０」タイプ

・ 注文番号記載例 ＷＡＬ-ＨＩＢ-Ｌ-ＢＧ-２０２０ （シリーズ名-標識名-ピクト向-発光色-形状記号）

・ 製品サイズ

■ ＷＡＬシリーズ　矢印誘導マーカー

・ 注文番号記載例 ＷＡＬ-YA-ＨＩＢ-Ｌ-ＢＧ-１５１５

（避難場所）

（津波避難場所）

（津波避難ビル）

（避難所）

・ 製品サイズ

形状記号

170×170　R10

シリーズ名 標識名 ピクト向 発光色

ＨＩＢ

（右向）

（直進）Ｓ

（津波避難場所）

（津波避難ビル）

（避難所）

１５１５
ＢＧ

（青緑発光）

300×300 320×320　R10

（シリーズ名-標識名-種類-ピクト向-発光色-形状記号）

標識名 種類 ピクト向 発光色 形状記号

YA

アルミ金属枠
　最大

ＨＩＢ

ＴＳＵ

シリーズ名

サイズ　（㎜）
画面寸法 外枠寸法 厚み

１５１５

ＨＪＯ

　最大 3.5

BG

YG

ＷＡＬ

ＷＡＬ

Ｌ （左向）

（右向）

アルミ金属枠

Ｒ

Ｌ

YA

サイズ　（㎜）

画面寸法 外枠寸法 厚み

150×150

150×150 170×170　R10

（避難場所）

（左向）

（黄緑発光）

220×220　R10
0.8
3.5

200×200
　立ち上げ

２０２０

３０３０

ＴＳＵ

ＢＩＬ

　立ち上げ 0.8

ＢＩＬ

ＨＪＯ

Ｒ
ＹＧ

（青緑発光）

（黄緑発光）

■ 屋外 壁面用 避難誘導標識

避難場所までの「途切れることのない誘導」を目的とした製品です。

環境を意識した製品デザインであり、専用両面テープによる簡易施工タイプです。

ＨＩＢ-Ｌ ＴＳＵ-Ｒ

ＢＩＬ-Ｌ ＨＪＯ-Ｌ

ＷＡＬシリーズ

YA-HJO-LYA-BIL-RYA-TSU-LYA-HIB-R

ＨＩＢ-Ｒ ＴＳＵ-Ｌ

ＢＩＬ-Ｒ ＨＪＯ-Ｒ

ＨＩＢ-Ｓ ＴＳＵ-Ｓ

ＢＩＬ-Ｓ ＨＪＯ-Ｓ

YA
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★ ＷＡＬシリーズについて

■ 特色

１ 環境を意識した究極デザイン。

２ 曇りのない透き通るような美しい画面です。

３ 横からの衝撃を外に逃がす滑らかで美しいＲエッヂライン。

４ 他の明示物（広告物など）と区別する必要性があるため、境界線を意識したエッヂライン

型としました。

■ 自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造

①特殊強化ガラス（表面硬度９Ｈ）

②特殊印刷

③蓄光シリコーン積層

④白色反射層

⑤アルミ製斜行Ｒ型

■ その他

・ ＶＨＢアクリルフォーム構造用接合テープを使用した簡易設置方法

（推奨 ： ３Ｍ製ＶＨＢアクリルフォーム　Ｙ-４１８０）

・ 製品の表明硬度　９Ｈ及び飛散防止構造

・ １２時間後でも「１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現。

・ 発光色・・・「青緑」又は「黄緑」を選択できます。

暗闇

明るい場所

⑤

④
③
②
①

使 用 例
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路面用ＲＯＤ製品の特長　（自社特許に基づく）

1 防災ガラス（合わせガラス）による強靭構造であり、滑り止め凸付です。

・地震、衝撃などでガラスが破損しても破片が中間膜（シリコーン）に強く付着し、飛散しません。

・衝撃吸収構造・・・中間シリコーン層により、外部からの衝撃を吸収します。

2 業界初！屋外長期対応型特許製品

「耐水性」「耐候性」「耐色性」及び「耐紫外線」「耐摩耗性」に優れた業界初の屋外長期対応型

蓄光製品です。

3 シリコーンと強化ガラスによる積層構造
蓄光製品の基本構造（反射層、蓄光シリコーン層、強化ガラス層）全てが一体積層であるため、
結露も発生することなく、紫外線による劣化や変色にとても強い製品です。
１０年以上の耐候性を持つ素材だけで構成しています。

4 超高輝度・超残光

「１２時間後で１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現!!

⇒はっきりと文字・サインが視認できます。

・性能試験（JIS Z 9097に準拠）　　光源：キセノンランプ 400μw/㎠、60分照射

■ 屋外路面用 埋込式避難場所誘導標識 （蓄光シリコーン＋透明強化ガラ

「避難場所」「避難ビル」等へ安全に避難するには、足元付近（路面）の蓄光式誘導が最も効果的で

あり重要です。（二次災害防止）

・突発的な地震災害などによる夜間停電の時、懐中電灯を確保できない場合、暗闇の中で足元が

全く見えなくなり、安全に避難できない状況が想定されます。

● JIS Z 9097 標識記載例 路面

ＹＡ

ＨＩＢ-Ｓ ＨＩＢ-Ｌ ＨＩＢ-Ｒ

ＴＳＵ-Ｓ ＴＳＵ-Ｌ ＴＳＵ-Ｒ

ＢＩＬ-Ｓ ＢＩＬ-Ｌ ＢＩＬ-Ｒ

ＲＯＤシリーズ

YA-HIB-S YA-HIB-L YA-HIB-R

YA-TSU-S YA-TSU-L YA-TSU-R

YA-BIL-S YA-BIL-L YA-BIL-R
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路面誘導標識

※金属枠は、ステンレス（SUS304）を使用。

注文番号記載例　

　ＲＯＤ－ＨＩＢ-Ｒ－３０３０ （シリーズ名-標識名-方向-形状記号）

突起付強化ガラスの下に
グラフィックが入ります。

・「路面用誘導標識」と「路面用小型矢印誘導マーカー」を途切れることなく連結させることにより、避難場所

まで誘導することができます。

・夜間、突発的な地震・災害による停電時、人々を迷わず避難場所まで点誘導できます。

（当社特許の類似品にご注意ください。）

ＢＧ

サイズ　（単位：㎜）
画面寸法 外枠寸法 枠幅寸法 厚み

１５１５ 10 15141×141 162×162

ＹＧ
141×141 162×162 10

（黄緑発光）

（津波避難ビル） （直進）

ＴＳＵ Ｒ
（青緑発光）

（津波避難場所） （右向）
ＹＧ

暗闇

ＲＯＤ

（津波避難場所マーク付） （右向）

ＹＡ

ＢＩＬ Ｓ

ＨＩＢ Ｌ
（避難場所） （左向）

（矢印）

YA-BIL Ｓ

（避難場所マーク付）

ＢＧ

ＹＧ

（津波避難ビルマーク付） （直進）

昼間

（黄緑発光）

（左向）
ＢＧ

YA-TSU Ｒ
（青緑発光）

YA-HIB Ｌ

シリーズ名 標識名 方向 発光色 形状記号

15１５１５

10 15

10 15１５１５

２０２０

141×141 162×162

191×191 212×212

外枠寸法

画面寸法

外
枠

寸
法

画
面

寸
法 枠幅寸

ＲＯＤ路面用製品構成 （自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造）

1
㎜

1
5
㎜

1
4
㎜
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■ 蓄光式野立て看板の種類

・

※

・ 蓄光の発光色を「青緑」又は「黄緑」のいずれかを選択してください。

標準サイズは、Ａ１サイズ（841㎜×594㎜）とＡ２サイズ（594㎜×420㎜）です。

■ 自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造 （当社特許の類似品にご注意ください。）

■ 避難場所標識 （種類：ＢＳ）

■ 避難誘導標識 （種類：ＹＤ）

特殊強化ガラスの上に広角再帰反射フィルム（ピクト）を使用します。

黒色文字部分は、長期耐候性フィルム又は特殊印刷（特殊ガラス裏面）となります。

■ 屋外長期用 蓄光式野立て看板

Ｌｉｎｋｏのシリコーン系蓄光積層板は、屋外で使用することを目的として開発された国内外初 !! の「屋外専

用」長期対応型積層蓄光板です。

特殊強化ガラスの板面上にカッティングフィルムを施すことにより、オリジナル蓄光式看板を製作します。

受注生産品

ＷＰシリーズ

ＨＩＢ ＴＳＵ

ＢＩＬ ＨＪＯ

ＨＩＢ ＴＳＵ ＢＩＬ ＨＪＯ
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■ 製品番号

HIB （避難場所）

TＳU （津波避難場所）

BIL （津波避難ビル）

HJO （避難所）

注文番号記載例

ＷＰ-ＨＩＢ－Ｌ－ＢＳ－ＢＧ-Ａ２ （シリーズ名-標識名-ピクト向-種類-発光色-サイズ）

■ デザイン構成上必要な項目 （カッティングフィルムを特殊強化ガラスの上に貼ります。）

① 避難場所の施設名及び管理者名

ふりがな なかのこうえん

例） 中野公園

英語（ブロック体） Nakano park

例） 中野区

② 避難場所が対応している災害（○）及び対応していない災害（×）の区別

③ 矢印の種類 （避難誘導標識のみ）

⑤ 避難場所までの距離 （避難誘導標識のみ）

※ デザイン上、固定される部分（黒色）は、特殊強化ガラスの裏に特殊印刷をします。

■ その他特注サイズは、別途お見積もりいたします。

■ 設置方法（壁面用）
貼付け面に適合した専用接合両面テープをご使用ください。　

推奨 ： ３Ｍ製　ＶＨＢアクリルフォーム　Ｙ-４１８０

市区町村
管理者名

○○○
ｍ

誘導（縦型）

Ａ１

R YG（右向） （黄緑発光）

L BG（左向） ＢＳ

ＷＰ

ＹＤ Ａ２

施設名

（青緑発光）場所（横型）

サイズシリーズ名 標識名 ピクト向 種類 発光色

洪水 津波 土石流 がけ崩れ 大火災

左方向 右方向 直進 前方左折 前方右折Ｕターン
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■ ＣＡ１シリーズ

アルミ斜行Ｒ型


ステンレス斜行Ｒ型

注文番号記載例 ＣＡ１-Ｓ-ＹＧ-１５１５ （シリーズ名-標識名-発光色-形状記号）

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造

① 特殊強化ガラス（表面硬度９Ｈ）

② 耐候性カッティングフィルム及び特殊印刷

③ 蓄光シリコーン積層　（３層）

④ 白色反射層

⑤ アルミ斜行Ｒ型（正方形）又はステンレス製斜行Ｒ型（長方形）

■ 設置方法（壁面用）
貼付け面に適合した専用接合両面テープをご使用ください。　

推奨 ： ３Ｍ製　ＶＨＢアクリルフォーム　Ｙ-４１８０

サイズ　（単位：㎜）

画面寸法 外枠寸法 厚み

Ｓ 0.8

（土石流） （黄緑発光） 3.5

（高潮） 3.5

Ｔ 0.8
（津波） 3.5

3.0

1515

2020

3030

1030B
（ビス穴付き）

1030N
（ビス穴無し）

123×342 R10

220×220 R10

320×320 R10

123×342 R10

170×170 R10

0.8
3.0

0.8

0.8

シリーズ名 標識名 発光色
形状
記号

100×300

300×300

100×300

200×200

150×150

（がけ崩れ）

Ｊ

（地すべり）

Ｇ

ＣＡ１ Ｄ ＹＧ

■ 屋外壁面用 災害種別 注意図記号標識

災害注意標識は、昼間も夜間もＪＩＳの色で注意を促す必要があります。

この製品は、△内のオレンジ色部分も夜間オレンジ色（ＪＩＳ色）で高輝度発光する特殊技法構造です。

ＣＡ１-Ｔ ＣＡ１-ＧＣＡ１-ＤＣＡ１-Ｓ ＣＡ１-Ｊ

ＣＡシリーズ

⑤

④
③
②
①

ＣＡ１-Ｔ

ＣＡ１-Ｇ

ＣＡ１-ＤＣＡ１-Ｓ

ＣＡ１-Ｊ
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■ＣＡ２シリーズ

・ 製品サイズ

　立ち上げ
　最大

・景観を意識した金属枠との一体構造型です。（斜行額縁型・角Ｒ型）　

・金属枠は角が無く、横からの衝撃を外に逃がす斜行型設計構造（衝撃落下防止）です。

・高級感があり、重要標識として他の明示物と区別することができます。

・Si☆Green（黄緑発光）使用。

・簡易設置（接着接合方法）

・不可能とされていたオレンジ部分がオレンジ色で高輝度発光します。

3.5

形 態

300×300 320×320　R10

サイズ　（㎜）

画面寸法 外枠寸法 厚み

0.8

ＣＡ２-Ｓ-ＹＧ-３０３０

昼間 暗闇

特注品（赤丸部分・別途お見積もり）

管理者名等を入れることができます。

※特殊強化ガラスの上にカッティングフィルム

黒色を貼ります。

ＣＡ２-Ｔ-ＹＧ-３０３０

ＣＡ２-Ｄ-ＹＧ-３０３０ ＣＡ２-Ｊ-ＹＧ-３０３０ ＣＡ２-Ｇ-ＹＧ-３０３０

特 長
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■ 海抜標識（斜行額縁型・角Ｒ型）　長方形　（金属枠：ステンレス　ＳＵＳ３０４）

■ 海抜標識（斜行額縁型・角Ｒ型）　正方形　（金属枠：アルミ）

■ 屋外壁面用 海抜標識

海抜を示す壁面用製品で、「景観」「性能」「簡易施工」を重視した積層一体成形型設計です。

受注生産品

ビス穴無し

（青緑発光）

ビス穴付き

（黄緑発光）

青緑発光

黄緑発光

昼間 暗闇

昼間 暗闇

ＫＡＩシリーズ
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■ 自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造

製品表面上に再帰反射フィルムを使用します。

① カッティングフィルム（再帰反射フィルム）

② 特殊強化ガラス板（表面硬度９Ｈ）

③ 蓄光シリコーン積層　（３層）

④ 白色反射層

⑤ アルミ斜行Ｒ型（正方形）又は

ステンレス製斜行Ｒ型（長方形）

（当社特許の類似品にご注意ください。）

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

・立ち上げ
・最大

注文番号記載例

ＫＡＩ－ＢＧ-１０３０Ｂ-○ｍ （シリーズ名-発光色-形状記号-海抜ｍ）

■ 特色

・景観を意識した金属枠との一体構造型

　金属枠は角が無く、横からの衝撃を外に逃がす斜行型設計構造（落下防止）です。

・高級感があり、重要標識として他の明示物と区別することができます。

■ 設置方法（壁面用）
・ 貼り付け面に適合した専用接合両面テープをご使用ください。

推奨 ： ３Ｍ製　ＶＨＢアクリルフォーム　Ｙ－４１８０

0.8
3.5

0.8
3.0

1030N
（ビス穴無し）

100×300

0.8
3.0

シリーズ
名

発光色

２０２０ 200×200 220×220 R10
ＢＧ

（青緑発光）

ＫＡＩ

ＹＧ
（黄緑発光）

123×342 R10

320×320 R10

170×170 R10

123×342 R10
1030B

（ビス穴付き）
100×300

形状
記号

１５１５ 150×150

３０３０ 300×300

サイズ　（単位：㎜）

画面寸法 外枠寸法 厚み

0.8

0.8
3.5

3.5

⑤

④
③
②
①



20 写真や図は、イメージです。

■ 貼り付け設置型 ■ 鋲型

・ ・

■ UFOシリーズの特徴

・蓄光シリコーン積層（特許） ・ ステンレス製斜行R型（横からの衝撃防止）

・ 発光色は「青緑」「黄緑」から選べます。 ・ ステンレス製で耐食性に優れています。

・ 特殊加工による汚れ防止 ・ 遠くからも視認できるドーム型

表面 ： 光触媒仕様

注文番号記載例

ＵＦＯ－ＢＧ-３５Ｔ （シリーズ名-発光色-形状記号）

貼り付け面に適合した専用接合両面テープ 埋め込みピンを設置場所に埋め込み、

（３M製VHBアクリルフォーム）を使用した 貼り付け面に適合した専用接合両面テープ

簡易施工が可能な製品です。 （３M製VHBアクリルフォーム）を使用した

より接合強度の高い製品です。

サイズ　（単位：㎜）

蓄光部分 外寸 厚み
シリーズ名 発光色 形状記号

ＵＦＯ

ＢＧ
（青緑発光）

φ３５ φ４６ １１．２

ＹＧ
（黄緑発光）

φ６０ φ７１ １４．８

３５N（貼付け型）

３５T（鋲型）

６０N（貼付け型）

６０T（鋲型）

■ 屋外危険エリア用 ドーム型シリコーンマーカー

・地震などによる緊急避難の場合は、車止めや路肩ブロックによる「転倒」「落下」事故などの二次災害

が多発する可能性が高まります。安全マーカーは、転倒防止や危険エリアとの境界線を知らしめ、

「転倒」「落下」事故を未然に防ぎます。

・ドーム型は、暗闇において、どの角度からも光を視認でき、又、遠くからでも視認できる高輝度蓄光製

品です。

特許第6164629号

ＵＦＯシリーズ

蓄光シリコーン

蓄光シリコーン

2
5㎜

4
.3㎜

厚
み

外寸

蓄光部分の寸

4
.3㎜

厚
み

外寸

蓄光部分の寸



21 写真や図は、イメージです。

表面 ： ガラスコーティング仕様

注文番号記載例
ＵＦＯＧＣ－ＢＧ-３５Ｔ（シリーズ名-発光色-形状記号）

■設置場所

１．高速道路パーキングエリア

・階段、段差付近 ・車両等の進入禁止ポールや車止めの上部

・車道、歩道との境界線付近 ・駐車場の車止め上部

２．海洋

・桟橋、浮桟橋の両サイドマーカーとして使用 ・危険エリア境界線ポールの上部

・岸壁付近の転落防止マーカーとして使用 ・屋外の階段や段差付近

・車や人などの進入禁止ポールの上部 ・津波避難タワーの階段

３．公共施設（公園、運動場、リゾート、学校、ミュージアム、病院、介護施設）

・駐車場の車止めの上部 ・屋外の階段や段差付近

・車や人など進入禁止ポールの上部 ・危険エリア境界線ポールの上部

φ７１ １４．８
６０T（鋲型）

ＵＦＯＧＣ

ＢＧ
（青緑発光）

３５N（貼付け型）
φ３５ φ４６ １１．２

３５T（鋲型）

ＹＧ
（黄緑発光）

６０N（貼付け型）
φ６０

シリーズ名 発光色 形状記号
サイズ　（単位：㎜）

蓄光部分 外寸 厚み

使 用 例

車道と歩道の境界

駐車場の車止め ポールの上

段差の角



22 写真は、すべてイメージです。

路面用ＬＩＮＥ製品の特長　（自社特許に基づく）

1 防災ガラス（合わせガラス）による強靭構造であり、滑り止め凸付です。

・地震、衝撃などでガラスが破損しても破片が中間膜（シリコーン）に強く付着し、飛散しません。

・衝撃吸収構造・・・中間シリコーン層により、外部からの衝撃を吸収します。

2 業界初！屋外長期対応型特許製品

「耐水性」「耐候性」「耐色性」及び「耐紫外線」「耐摩耗性」に優れた業界初の屋外長期対応型

蓄光製品です。

3 シリコーンと強化ガラスによる積層構造

蓄光製品の基本構造（反射層、蓄光シリコーン層、強化ガラス層）全てが一体積層であるため、

結露が発生することなく、紫外線による劣化や変色にとても強い製品です。

１０年以上の耐候性を持つ素材だけで構成しています。

4 超高輝度・超残光

「１２時間後で１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現!!

⇒はっきりと文字・サインが視認できます。

・性能試験（JIS Z 9097に準拠）　　光源：キセノンランプ 400μw/㎠、60分照射

5 再帰反射フィルム内蔵（白色反射）

フィルムが強化合わせガラス中心部に真空密着しているため、常に高反射能力を保持し続け

ます。

ＬＩＮＥシリーズ

■ 屋外路面用 ＳＴＯＰライン （蓄光シリコーン＋透明強化ガラス）

蓄光機能（夜間自然発光）と再帰反射機能（ライトの光が反射）を兼ね備えた路面用白線ラインです。

夜間、信号機の無い交差点で自転車と歩行者の衝突事故防止に役立ちます。

昼間（明るい場所）

夜間（暗闇）

夜間（光の反射）



23 図は、すべてイメージです。

■　自社特許に基づく製品
（　強化合わせガラス　＋　蓄光シリコーン積層　）

図１　断面図

図２ 平面

強化ガラス（凸付） 59㎜×599㎜　厚み6㎜

強化ガラス　 59㎜×599㎜　厚み5㎜

SUS　１㎜厚 60㎜×600㎜　深さ14㎜

80㎜×620㎜　厚み15㎜

■ 注文番号記載例
ＬＩＮＥ－ＢＧ-０６６０ （シリーズ名-発光色-形状記号）

■ 特注品について
上記以外のサイズは、別途お見積もりいたします。

シリーズ名 発光色 形状記号 サイズ

合わせガラス

金属ケース 内寸

外寸

ＬＩＮＥ

BG

０６６０

（青緑発光）

YG （黄緑発光）

図 ３ SUS金属ケース

図 ４ 完成イメージ図



24 図・写真は、イメージです。

■ 「０８０８タイプ」「１５１５タイプ」

■ 「２０２０タイプ」

■ 「３０３０タイプ」

■ 「１０３０タイプ」

青緑発光 黄緑発光

■ 屋外避難場所用 トイレ標識

昼間は勿論、夜間の蓄光の光でトイレ標識をハッキリ視認することができます。

環境を意識した製品デザインであり、専用両面テープによる簡易施工タイプです。

ＴＯＩ-ＭＷＴＯＩ-Ｗ

ＴＯＩシリーズ

ＴＯＩ-Ｍ ＴＯＩ-ＭＷ-Ｌ

昼間 暗闇 昼間 暗闇

ＴＯＩ-ＭＷ-Ｒ

ＴＯＩ-ＭＷＴＯＩ-ＷＴＯＩ-Ｍ ＴＯＩ-ＭＷ-Ｌ ＴＯＩ-ＭＷ-Ｒ

ＴＯＩ-ＭＷＴＯＩ-ＷＴＯＩ-Ｍ ＴＯＩ-ＭＷ-Ｌ ＴＯＩ-ＭＷ-Ｒ

ＴＯＩ-ＭＷ-Ｌ ＴＯＩ-ＭＷ-Ｒ



25 図は、イメージです。

製品サイズ

　立ち上げ
　最大

・ 注文番号記載例

ＴＯＩ-Ｍ-ＹＧ-２０２０ （シリーズ名-標識名-発光色-形状記号）

■ 特色

１ 環境を意識した究極デザイン。

２ 曇りのない透き通るような美しい画面です。

３ 横からの衝撃を外に逃がす滑らかで美しいＲエッヂライン。

４ 他の明示物（広告物など）と区別する必要性があるため、境界線を意識したエッヂライン型

としました。

■ 自社特許に基づく蓄光式積層板基本構造

① 特殊強化ガラス（表面硬度９Ｈ）

② 特殊印刷

③ 蓄光シリコーン積層

④ 白色反射層

⑤ アルミ製斜行Ｒ型又は、ステンレス製斜行Ｒ型

■ その他

・ ＶＨＢアクリルフォーム構造用接合テープを使用した簡易設置方法

（推奨 ： ３Ｍ製ＶＨＢアクリルフォーム　Ｙ-４１８０）

・ 製品の表明硬度　９Ｈ及び飛散防止構造

・ １２時間後でも「１４mcd/㎡強」の驚異的な残光輝度を実現。

・ 発光色・・・「青緑」又は「黄緑」を選択できます。

シリーズ名 標識名 発光色 形状記号

サイズ　（㎜）

（ビス穴付き）

（ビス穴無し）

１０３０Ｂ

ＢＧ

ＹＧ

０８０８

１５１５

２０２０

３０３０

１０３０Ｎ

２０２０アルミ金属枠

１５１５ 150×150 170×170　R10

３０３０ 300×300 320×320　R10

100×100　R8

（黄緑発光）

　立ち上げ 0.8
200×200 220×220　R10

　最大 3.5

100×300 123×342 R10

画面寸法 外枠寸法 厚み

0.8
3.0

（青緑発光）Ｗ　（女性用）

ＭＷ-Ｒ　（右矢印）

ＭＷ　（男女用）

ＭＷ-Ｌ　（左矢印）

ＴＯＩ

Ｍ　（男性用）

タイプ名

０８０８

１０３０

84×84
ステンレス枠

⑤

④
③
②
①
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 ■ （一般財団法人）日本塗料検査協会にて、各耐久性試験を実施した結果です。

・ 試験試料 ： 屋外用ＨＰＯシリーズ （旧タイプ）

（製品イメージ図）

試験項目 試験結果 試験方法

　ＪＩＳ　Ｚ　９０９７ 　JIS Z 8703に規定する温度23±2℃、相対湿度50±5%の

暗室に48時間以上外光を遮断した状態で保管し

　蓄光材料のりん光輝度において、 JIS Z 8902に規定するキセノンランプを用い、

　Ⅱ類に該当 紫外線強度（測定波長域360～480nm）400㎼/㎠で

60分照射し、20分後、60分後、120分後、720分後の

　・720分後のりん光輝度 りん光輝度測定を行う。

　　　　14mcd/㎡

励起停止後、720分後のりん光輝度

3mcd/㎡以上10mcd/㎡未満

10mcd/㎡以上

　　表示面シンボルの判別が 　JIS K 5600-5-11:2014 塗料一般試験方法

　できる。 　第５部：塗膜の機械的性質-第11節：耐洗浄性に準ずる。

　　表示面シンボルの判別が 　一般財団法人　日本消防設備安全センター

　できる。 FESC E011-014

　高輝度蓄光式誘導標識の試験基準及び判定基準

　　　　11．耐薬品性試験に準ずる。（2014年8月29日）

　　表示面シンボルの判別が 　一般財団法人　日本消防設備安全センター

　できる。 FESC E011-014

　高輝度蓄光式誘導標識の試験基準及び判定基準

　　　　11．耐薬品性試験に準ずる。（2014年8月29日）

　　表示面シンボルの判別が 　一般財団法人　日本消防設備安全センター

　できる。 FESC E011-014

　高輝度蓄光式誘導標識の試験基準及び判定基準

　　　　８．耐水性試験に準ずる。（2014年8月29日）

　 ・津波避難誘導標識システムの

表D.2-蓄光材料のりん光輝度

区分

Ⅰ類

Ⅱ類

耐洗浄性

耐酸性

耐アルカリ性

耐水性

輝  度

屋外耐久性試験 （ＪＩＳ Ｚ ９０９７ ： ２０１４）

蓄光シリコーン製品の屋外耐久性試験結果
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　　割れ、膨れ、はがれ、光沢低下 　JIS K 5600-7-1:1999塗料一般試験方法

　及び著しい変色を認めない。 　第７部：塗膜の長期耐久性-１節　耐中性塩水噴霧性に

　　　　　 準じ中性塩水噴霧性試験を100時間行った。

　評価：割れ、膨れ、はがれ、光沢低下及び著しい変色の

　有無

　　割れ、膨れ、はがれ、光沢低下 　JIS K 5600-7-1:1999塗料一般試験方法

　及び著しい変色を認めない。 　第７部：塗膜の長期耐久性-2節　耐湿性（連続結露法）

　　　　4．温度差固定方法に準じ、耐湿性試験を100時間

　　　　　　行った。

　評価：割れ、膨れ、はがれ、光沢低下及び著しい変色の

　有無

　　割れ、はがれを認めない。 　JIS Z 9107:2008 安全標識-性能の分類性能基準及び、

　試験方法。

　  　　6．試験方法　6.2.3耐衝撃性試験に準ずる。

　　 　　　評価：割れ及びはがれの有無

　表面のシンボルの判別ができる。 　一般財団法人　日本消防設備安全センター

　表面のシンボルの判別ができる。 　高輝度蓄光式誘導標識の試験基準及び判定基準

・その他屋外試験

　　クラック等や外観及び体積 　サンシャイン・ウェザーメーター（東洋精機製作所）

　収縮なし。 ：　1000hr

　　クラック等や外観及び体積 　40⇔85℃　（各15min，）　200cycle

　収縮なし。

照射後の経過時間と輝度値（mcd/㎡）

輝度計　　BM-5A　（(株)トプコン製） 12時間後（720分後）の残光輝度

試験項目 試験結果 試験方法

耐汚染性 （口紅）

耐汚染性 （墨汁）

耐中性塩水噴霧性

耐湿性

・性能輝度試験（JIS Z9097に準拠）・・・・・津波避難誘導標識システム

経過時間（ｈ） 1 2 3 4 6 8 10 12

33.2 23.2 16.9 14

耐衝撃性

FESC E011-014

　　　　11．耐汚染性試験に準ずる。（2014年8月29日）

耐候性

熱衝撃性

輝 度 値 281 126 77.8 54.8

耐汚染性 （醤油） 　表面のシンボルの判別ができる。



 ※　資料内容・情報は予告なく変更・追加・削除が行われる場合がございます。

株式会社リンコー

株式会社北関スクリーン

【 販売元 】

[製造元]
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