品名索引

15 点セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 312
シューズ用品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

スリム看板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

す

93

スリム看板 蛍光イエロープリズム反射 ‥‥92

141

スリム看板スタンド ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

97

12 点セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 312

吸い殻入れ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

326

収納ポール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

152

吸い殻収集缶 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

326

収納ボックス専用架台 ‥‥‥‥‥‥‥‥

254

水銀投光器（2P・接地 2P 兼用） ‥‥‥

63

18 点セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 312

ずい道用マグネット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

170

自由文字合わせ錠 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

159

スイトール® ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 270

セーフアイ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

220

樹脂製単管バリケード ‥‥‥‥‥‥‥‥

85

スイベルスナップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

287

セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン ‥

220

樹脂製地下埋設物標示杭 SP パイル ‥‥

160

すーぱーぐるぐる 3 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

265

セーフティコーンパッド ‥‥‥‥‥‥‥

266

樹脂製ベンチ（脚部折りたたみ式）‥‥‥

338

スーパーサウンド 2E チェッカー ‥‥‥

157

背負式救出・救助資機材セット ‥‥‥‥

316

樹脂ベンチ背付 ECO ‥‥‥‥‥‥‥‥

338

スーパースズメバチジェット ‥‥‥‥‥

329

樹脂ベンチ背なし ECO ‥‥‥‥‥‥‥

338

スーパーライン引 F5 ‥‥‥‥‥‥‥‥

159

接触・はさまれ防止装置
セーフティブラボー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

238

手動式スイーパー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

334

スカイトイレ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

308

セフティーフラッシュ ‥‥‥‥‥‥‥‥

45

手動膨張式 ウエストタイプ ‥‥‥‥‥‥

135

手動膨張式 ショルダータイプ ‥‥‥‥‥

134

スカイポール（埋込自立式伸縮ポール、
アルミ合金製） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

285

セフティーフラッシュ各種
用途別使用例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

朱呂デッキ / ナイロンデッキ ‥‥‥‥‥

332

スコッチコーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

104

ゼブラシート（反射） ‥‥‥‥‥‥‥‥

259

ジョイント KK ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81

スコップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

319

センサーコード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

73

消火器格納箱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

325

筋入りゴムマット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

249

センサーライト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

305

消火器使用法標識 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

326

スタッフ台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

150

センサーライト（防犯カメラ）‥‥‥‥‥

305

消火器スタンド ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

326

スタッフ用ボタン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

150

全天候型チョーク 雨ん棒 ‥‥‥‥‥‥‥

146

消火クロス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

327

スタンダードタイプ（吹付プレート）‥‥

162

全面反射タスキ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

133

消火バケツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

327

スタンダードタイプ
（ポストフレックス）‥‥‥‥‥‥‥‥‥

全面反射ベスト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

132

219

専用単管取付金具 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

287

スタンド式ハロゲン投光器 ‥‥‥‥‥‥

65

専用ポリタンク（転倒防止用）‥‥‥‥‥

100

小サイズ 2 枚組（ホワイト） ‥‥‥‥‥
消防・危険物標識 ‥‥‥‥‥‥‥

164

185・187

せ

消防関係・その他腕章 ‥‥‥‥‥‥‥‥

199

スチール製折りたたみ式リヤカー ‥‥‥

319

消防隊進入口 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

185

ステックルメジャー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

153

錠前 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

159

ステンレス・バネ材タイプ ‥‥‥‥‥‥

162

ショベル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

319

ステンレスネオロック 5.5m ‥‥‥‥‥

154

騒音計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

156

ショルダーベスト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

132

ステンレスミラー Z タイプ ‥‥‥‥‥‥

223

ソーラー LED バリカー ‥‥‥‥‥‥‥

234

白いマスク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

129

ストップチェーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

234

ソーラー式明るい二色工事灯 ‥‥‥‥‥

43

新・食・缶ベーカリー 24 缶入ケース ‥

321

ストレートウエイト（砂入）‥‥‥‥‥‥

113

人感・音感ライト
（センサー付きライト）‥‥‥‥‥‥‥‥

306

ストレートウエイト（砂無）
チャック付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

ソーラー式 LED 電光盤
< アンバー 1 文字 3 段 > ‥‥‥‥‥‥‥‥29

113

ストレッチツータックカーゴパンツ ‥‥

136

ストレッチブルゾン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

136

スニーカー（普通作業用） ‥‥‥‥‥‥

139

人感スイッチ
（パッシブ型遠赤外線式）‥‥‥‥‥‥‥

307

人感スピーカー
（センサー付きスピーカー）‥‥‥‥‥‥

307

スピードテクロン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

153

人感ライト（センサー付きライト）‥‥‥

306

スプレーシート ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

161

伸縮型 重機接触防止装置‥‥‥‥‥‥‥

239

スプレンダー・リーフ ‥‥‥‥‥‥‥‥

38

伸縮型看板ベット（鉄製） ‥‥‥‥‥‥

96

スプレンダー X ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

39

伸縮式ビューボード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

148

スプレンダー G Ⅲ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

40

伸縮式メモ棒 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

148

スペアタイヤ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

341

伸縮二ツ折担架 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

318

すべり止めテープ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

257

侵入車両強制停止装置 とまるくん ‥‥‥

245

スポットトイレ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

308

スポンジシート張り掲示ボード ‥‥‥‥

172

そ

ソーラー式 LED 電光盤
< アンバー 3 文字 1 段 > ‥‥‥‥‥‥‥

28

ソーラー式 LED 電光盤
< アンバー 4 文字 2 段 > ‥‥‥‥‥‥‥‥26
ソーラー式 LED 電光盤
< フルカラー 1 文字 3 段 > ‥‥‥‥‥‥‥29
ソーラー式 LED 電光盤
< フルカラー 5 文字 3 段 > ‥‥‥‥‥‥

24

ソーラー式 LED 電光盤
< フルカラー 3 文字 1 段 > ‥‥‥‥‥‥

28

ソーラー式 LED 電光盤
< フルカラー 3 文字 2 段 > ‥‥‥‥‥‥‥25

351

