月刊

サンコーニュース

4

April
2014
Vol.56
■禁止・規制サイン
【J-D-224】おりて通行

Vol.56

W600×H900mm

W600×H900mm

【歩-D-82】 歩行者専用区域

W900×H500mm

【D-HJ-14】自転車はおりて

W1100×H1100mm

【D-HJ-11】自転車はおりて

W900×H600mm

【D-HJ-25】 歩行者優先

W1000×H1000mm

【歩-D-66】 歩行者優先

W750×H450mm

路面施工用マスキングテープ

長さ

【J-D-210】自転車は降りてください

W1200×H800mm

【J-D-225】自転車はおりて通行

W400×H900mm

【J-D-205】自転車から降りて下さい

W450×H600mm

【歩-D-71】 歩行者優先

W750×H750mm

【JH-D-25】 歩行者優先

【J-D-218】おりて通行

【D-HS-71】 避難場所

W450×H450mm

各 W350×H500mm

【J-D-232】自転車押し歩きゾーン

W600×H600mm

【J-D-234】自転車は降りて

【D-注-8】 津波注意

一辺600・各W600×H600mm

W500×H750mm

【D-HS-5】ピクトマーク

W900×H1500mm

W450×H650mm

【JH-D-26】 歩行者に注意

【D-TWN-59】 階段

【D-HS-57】 津波避難場所

W1000×H1000mm

【D-TWN-32】 非常口

【D-TWN-26】 化粧室

各 W3000×H700mm

【歩-D-84】 歩行者優先

【D-HS-61】 津波避難場所

【D-HS-56】 津波避難場所

W1000×H2000mm

【D-HS-59】 避難経路

W400×H600mm

【D-TWN-34】トイレマーク

W700×H1100mm

【D-TWN-61】トイレマーク

W800×H1100mm

【D-TWN-57】 エレベーター

各 W1200×H1200・W800×H300mm

【D-TWN-133】トイレ誘導

W600×H600mm

【D-TWN-137】 エレベーター

W900×H900mm

【D-TWN-12】 エスコートゾーン

W900×H1200mm

【D-HS-54】 非常口

W500×H620mm

【D-TWN-59】 エスカレーター

W900×H900mm

W600×H300mm

【D-TWN-35】 荷物マーク

【D-TWN-64】 ポーターサービス

1 ケースの巻数

ラインメーク
●

W600×H600mm

【JH-D-90】 歩行者優先

【歩-D-69】 歩行者優先

幅

■ 案内・誘導・位置サイン

【J-D-198】自転車はおりて通行

【J-D-200】自転車をおりて通行

4

W600×H600mm

W600×H900mm

【J-D-246】自転車は車道寄りを

【D-CH-28】 おうだんほどうを

W600×H600mm

【J-D-244】自転車は歩道へ

W600×H600mm

【J-D-196】自転車は車道へ

W900×H900mm

【D-TWN-67】 スロープ

W1000×H1200mm

W300×H300mm

【D-TWN-135】 スロープ出口

【D-TWN-134】フェリー乗り場

W1000×H1000mm

【D-HS-68】 事務室受付

○○ ○○ ○○

W600×H600mm

W1000×H800mm

各 W450×H1500mm

W750×H750mm

W600×H600mm

W500×H500mm

W750×H800mm

W1000×H1500mm

※上記以外のデザイン・カラー・サイズにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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貼りやすく、はがしやすいテープ

※デザインにより製作可能な最小サイズが異なりますので、
ご相談ください。
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通学路注意

通学路・児童注意
通学路は登下校の時間帯に、多くの子供が

●

路面にテープ跡が残らない

●

ラインエッジがきれいに仕上がる

利用します。
子供との交通事故を防止するため、運転者
に「通学路である」ことを知らせ、減速を促
す路面サインを設置しました。

※ケース単位での販売となります

施 工 場 所 ： 新潟県

IP電話番号 追加のご案内

サ イ ズ ： マーク W1000×H1500mm

IP：050-3785-7764（直通）

文

旧書体：MY 角ゴ B

０１２３４５
０１２３４５
ＡＢＣＤＥＦ
ＡＢＣ
ＤＥＦ

新書体：Swiss 721 Bold Rounded BT

012345
ABCDEF
ABC
DEF

ご提案に役立つ
石川県河北郡津幡町字旭山 11番地 2 〒929-0447
Tel:076-289-6708（代表）Fax:076-289-7992

クイックシート文字の『丸ゴシック英数字書体』変更のお知らせ

字 W2000×H2000mm

データ番号 ： D-注-73

Ｉ
Ｐ電話番号 追加のご案内をします。屋外路面シート、
その他製品などに関する、
ご注文、
お問い合わせの際に上記のＩ
Ｐ電話番号におかけ
いただくと、
通話料金がお得になります。

クイックシート文字の丸ゴシック英数字書体を2014年3月1日
よりキレイで可読性が高い書体「Swiss 721 Bold Round
BT」
に変更します。
シートの中に組み込まれている文字は従来通り、
イワタ丸ゴＵ
Ｄ Ｍを使用します。

■ 案 内・誘 導・位 置 サ イン

■ 禁 止・規 制 サ イン

2014 年 4 月号

M O N T H L Y

月刊

カタログ＆リーフレット特集
総合カタログ・施工例集・ホームページ etc・
・・

INFOMATION
■

クイックシート文字の
『丸ゴシック英数字書体』変更のお知らせ

■

IP電話番号追加のご案内

■

消費税の引き上げについて

ご提案に役立つ

カタログ＆リーフレット特集

２

クイックシート・グランシャルシート施工例集
通学路注意

今回はご提案に役立つ
『カタログ＆リーフレット特集』
です。

通学路・児童注意

種類も豊富で提案に役立つ！
！
通学路や自転車通行帯など『交通安全対策』

通学路は登下校の時間帯に、多くの子供が
利用します。

官公庁や民間企業への交通安全対策・バリアフリー対策・誘導案対策などのご提案の際に、総合カタログや施工例集・ホーム

子供との交通事故を防止するため、運転者
に「通学路である」ことを知らせ、減速を促
す路面サインを設置しました。

に絞ったもの、
『 国体・ねんりんピック』の実績

ページ・リーフレット等ツールをぜひご活用ください。

をまとめた施工例集です。写真で見ることで路

ご入り用の方は当社まで、
お気軽にお問い合わせ下さい。

面標示の見え方や周辺環境など、現場の雰囲
気も感じることができ、路面標示を提案する際
に役立つと思います。種類も豊富でクイック

１ 総合カタログ 2014 -15

シート、
グランシャルシートなど製品別になって

NEW

施 工 場 所 ： 新潟県
サ イ ズ ： マーク W1000×H1500mm
文

字 W2000×H2000mm

データ番号 ： D-注-73

いるものなどを多数ご用意しています。

屋外路面シート・交通安全工事関連用品

レイアウトを全面リニューアル！
！

３

優先マークのご提案リーフレット

当社製品(屋外路面シート・交通安全工事関連用品)を網羅

オリジナルのマークが簡単に！
！

した総合カタログです。
2014−15年版では
『もっと探しやすく』
をテーマに、
レイアウ

優先駐車マークのみの施工例やデザインをまとめ

トを全面リニューアルしました。
最新の施工例を追加し、

たリーフレットです。中でも、外枠やマークなどの素

目的・施策別に見やすいレイアウトでご紹介しています。

材が記載されているページがあり、目的や場所に

また、
ページ端のインデックスで必要製品を探し出すのに

合ったものを選び合わせて、必要とするオリジナル

便利になりました。

の優先マークを簡単に考えていただけます。

＋

【J-D-224】おりて通行

■ 案内・誘導・位置サイン

【J-D-198】自転車はおりて通行

W600×H900mm

【J-D-200】 自転車をおりて通行

W600×H900mm

【歩-D-82】 歩行者専用区域

【J-D-210】自転車は降りてください

W1200×H800mm

【J-D-225】自転車はおりて通行

【J-D-218】おりて通行

【D-HS-71】 避難場所

W450×H450mm

各 W350×H500mm

【J-D-232】自転車押し歩きゾーン

【D-HS-61】 津波避難場所

【D-注-8】 津波注意

【D-HS-57】 津波避難場所

W1000×H1000mm

【D-TWN-32】 非常口

【D-HS-56】 津波避難場所

W1000×H2000mm

【D-HS-59】 避難経路

W900×H1200mm

■ 案 内・誘 導・位 置 サ イン

■ 禁 止・規 制 サ イン

■禁止・規制サイン

【D-HS-54】 非常口

クイックシートデザイン集 2 0 1 4 - 1 5

デザイン例を大幅に増量！
！
これまでに皆様からご注文いただいたクイックシートのデザ

W900×H500mm

【D-HJ-14】自転車はおりて

W1100×H1100mm

【D-HJ-11】 自転車はおりて

W400×H900mm

【J-D-205】自転車から降りて下さい

W600×H600mm

【J-D-234】自転車は降りて

一辺600・各W600×H600mm

【D-TWN-26】 化粧室

W400×H600mm

【D-TWN-34】トイレマーク

W700×H1100mm

【D-TWN-61】トイレマーク

各 W1200×H1200・W800×H300mm

【D-TWN-133】トイレ誘導

インをまとめたカタログです。
2014−15年版ではページ数が17Ｐから29Ｐに増え、
デザ

W900×H600mm

【D -HJ-25】 歩行者優先

W1000×H1000mm

【歩-D-66】 歩行者優先

W750×H450mm

W600×H600mm

【JH-D-90】 歩行者優先

【歩-D-69】 歩行者優先

W600×H600mm

W600×H900mm

【J-D-246】自転車は車道寄りを

【D-CH-28】 おうだんほどうを

W450×H600mm

【歩-D-71】 歩行者優先

W750×H750mm

【JH-D-25】 歩行者優先

W600×H600mm

【J-D-244】自転車は歩道へ

W500×H750mm

各 W3000×H700mm

【歩-D-84】 歩行者優先

【D-HS-5】ピクトマーク

W900×H1500mm

W450×H650mm

【JH-D-26】 歩行者に注意

W600×H600mm

【J-D-196】自転車は車道へ

【D-TWN-59】 階段

W800×H1100mm

【D-TWN-57】 エレベーター

W900×H900mm

【D-TWN-12】 エスコートゾーン

W900×H900mm

【D-TWN-67】 スロープ

W600×H600mm

【D-TWN-137】 エレベーター

W900×H900mm

W600×H300mm

イン例を大幅に増量しました。より多くのデザインの中か
ら、
目的に合ったものをお選びいただけます。

【D-TWN-64】 ポーターサービス

W1000×H1200mm

W300×H300mm

【D-TWN-135】 スロープ出口

【D-TWN-134】フェリー乗り場

４

SANKO ホームページ

W500×H620mm

【D-TWN-59】 エスカレーター

【D-TWN-35】 荷物マーク

組み合わせると

タブレットＰＣが製品カタログに！
！
タブレットＰＣで当社ホームページを開くと製品カタ
ログとして使用できます。製品施工例や製品紹介、

W1000×H1000mm

【D-HS-68】 事務室受付

施工手順動画、
など最新情報が記載されています。
○○ ○○ ○○

W600×H600mm

W1000×H800mm

各 W450×H1500mm

W750×H750mm

W600×H600mm

W500×H500mm

W750×H800mm

随時、施工例写真は更新していますので定期的にご

W1000×H1500mm

※上記以外のデザイン・カラー・サイズにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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※デザインにより製作可能な最小サイズが異なりますので、
ご相談ください。

クイックシート デザイン集

2014-15 25

覧になることをお勧めします。

INFOMATION
消費税率引き上げについて
平成２６年4月から、
消費税率が５％から８％に引き上がりました。
弊社も増税に伴い、平成26年4月1日以降の商品の出荷に対して、
新消費税率８％にて対応させて頂いております。
尚、
ご不明な点がございましたら 弊社までご連絡くださいますよう宜しくお願いいたします。
今後とも より一層のお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

またボタンも、
スマートフォンやタブレットでも操作し
やすい大きさに調節してあるので、外出先でも簡単
に使用できるようになっています。

サンコー企画

