
小サイズ
30×90 ㎜

30

90

中サイズ
45×140 ㎜

45

140

大サイズ
65×200 ㎜

65

200

（1）緑

（4）黒

（2）赤

（5）黄

（3）青

V700 矢印ステッカーは V700 流体名ステッカーと同じサイズで用意

された軟質塩ビ製ステッカーのため、V700 流体名とセットで使用する

際にも適しており、貼り付け対象の色を問わずに使用できます。

黒矢印以外に 4 色を加えた 5 色（※一般色）のバリエーションによって

複数の系統分けの明示も可能です。

■材質　軟質塩ビフィルム +アクリル系粘着剤　

※サイズと色を共にご指定下さい。

当製品の色分けは「一般色」であり、配管識別色ではありません。

大）65×200mm　中）45×140mm　小）30×90mm
5 枚入り /1 セット

V700 タイプ矢印ステッカー
（白地塩ビ製　各色）

V700 配管ステッカーとの
併用例

上水・中水や往還の区別のほか、
薬品等の系統、行き先の分類を
明示するのに役立つ一般色です。

全 5 色
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識別 65-WT 識別 65-ST 識別 65-GS 識別 65-AR 識別 65-OL

識別 65-WT 矢 識別 65-ST 矢 識別 65-GS 矢 識別 65-AR 矢 識別 65-OL 矢

識別 65-WF 矢 識別 65-EL 識別 65-AA

20 枚入り /1 セット

■サイズ　40×65mm

アルミ箔製ステッカー

識別ステッカー No.65
JIS 配管識別色に下地を色分けされた
アルミ箔製粘着ステッカーの表面に
流体種別または矢印が記されており、
屋外耐候性、アルミ箔基材による強固
な接着性などの利点と性能を備えて
います。

配管ステッカーと行先系統札

動 力 電 灯

系統 P- 動力 系統 P- 電灯

電気ケーブル行先系統札
（塩ビ樹脂製プレート / 片面印刷）

ケーブルの動力 / 電灯系統を区別します。

ヒモまたはインシュロック等でケーブル

へ締結して使用して下さい。

サイズ：40×70mm

塩ビ樹脂製プレート / 片面印刷表示

20 枚入り /1 セット

31



JIS色矢-1（青地に白矢）

JIS色矢-4（黄地に黒矢） JIS色矢-5（暗い赤地に白矢） JIS色矢-6（茶色地に白矢）

JIS色矢-2（白地に黒矢） JIS色矢-3（赤地に白矢）

（1） （2） （3） （4）

透明 PET フィルム製（裏面粘着） 10 枚入り /1セット

10枚入り /1セット

アルミ製 JIS 色矢印ステッカー

透明矢印ステッカー

このページの製品のステッカー形状は「四角形」です

サイズ 45×130mm　/ アルミ製（裏粘着）

流体の識別色を下地に色分けした

アルミ箔製の矢印ステッカーです。

黒矢印が印刷された四角い透明フィルム製のステッカーです。

粘着面積が広いうえ、貼付対象物の色を活かしたままで表示できます。

透明矢印 （１）　　外寸 25×60ｍｍ （矢印部＝17×51mm）

透明矢印 （２）　　外寸 40×75ｍｍ （矢印部＝30×65mm）

透明矢印 （３）　　外寸 55×105ｍｍ （矢印部＝45×95mm）

透明矢印 （４）　　外寸 95×170ｍｍ （矢印部＝74×151mm）

矢印ステッカー

外寸部分（透明フィルム製）の

全面に粘着剤が付いています
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ワンタッチ矢印の各色は「一般色」であり、「JIS 配管識別色」ではありません。
行先系統の区別や配管色に対する見やすさを考慮して使い分けるための色です。 

蒸着ポリエステル製（黒）/ 塩ビ製フィルム等（その他・蛍光等）

蒸着ポリエステル製（黒のみ）　 　　　　　10 枚入り /1 セット

蒸着ポリエステル製（黒）
塩ビ製フィルム等（その他）

このページの製品のステッカー形状は「矢印型」です

矢印ステッカー
（ワンタッチ矢印）

ワンタッチペタ（P）矢印

ワンタッチ小（S）矢印

幅 33× 長さ 93mm

幅 20× 長さ 64mm

ワンタッチミニ（M）矢印 幅 16× 長さ 40mm

20 枚入り /1 セット

10 枚入り /1 セット
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外寸

外寸（内寸）

（内寸）

10 枚入り /１セット軟質塩ビ樹脂フィルム製・裏粘着付き

※この製品は屋内向きです。屋外環境や直射日光のあたる場所
　では表示部の色あせが早くなる事があります。

多彩なカラーリングの矢印は白地の上に
表記されており、貼付箇所の色にも影響
せず、はっきり目立たせる事ができます。
正方形内にレイアウトされた矢印のため
配管やダクトなどへ省スペースで表記が
行えます。

サイズ

SS
S
M
L
LL

外寸 内寸

35×35 ㎜
50×50 ㎜
70×70 ㎜

100×100 ㎜
150×150 ㎜

（24.5 ㎜）

（35 ㎜）

（50 ㎜）

（80 ㎜）

（120 ㎜）

ご注文の際は品番（色）とサイズをご指定下さい。

● 矢印 V-0 ～ V21　サイズ（SS/S/M/L/LL）

矢印 V-1
（青）

矢印 V-2
（暗い赤）

矢印 V-4
（黄）

矢印 V-0
（黒）

矢印 V-6
（茶）

矢印 V-7
（薄い黄赤）

矢印 V-8
（赤）

矢印 V-5
（灰紫）

矢印 V-9
（黄赤）

矢印 V-14
（緑）

矢印 V-21
（黄緑）

矢印 V-10
（赤紫）

このページの製品のステッカー形状は「四角形」です

矢印ステッカー
（ビニール製 SV 矢印）

ビニール製ＳＶ矢印 色・サイズ各種
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