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消防用設備点検票シール 社名入り

サイズ：45×80mm 1000枚
版、原稿代込

品番 M-4-S10000SET
定価 210,000円(税抜)

販売価格 126,000円(税抜)

ステッカー

「消防用設備点検票」ステッカー

サイズ：45×80mm 10枚1組
品番 M-4

定価 2,000円(税抜)
販売価格1,600円(税抜)

「消火器点検票」ステッカー

サイズ：45×80mm 10枚1組
品番 M-5

定価 2,000円(税抜)
販売価格 1,600円(税抜)

「消火器点検票」ステッカー サイ

ズ：90×70mm 10枚1組
品番 M-7

定価 900円(税抜)
販売価格 720円(税抜)
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消防用設備点検票シール

社名入り

サイズ：45×80mm 500枚
版、原稿代込

品番 M-4-S500SET
定価 110,000円(税抜)

販売価格 66,000円(税抜)

消火器点検票シール 社名入り

サイズ：45×80mm 500枚
版、原稿代込

品番 M-5-S500SET
定価 110,000円(税抜)

販売価格 66,000円(税抜)

消火器点検票シール 社名入り

サイズ：45×80mm 1000枚
版、原稿代込

品番 M-5-S1000SET
定価 210,000円(税抜)

販売価格 126,000円(税抜)

消火器点検票シール 社名連絡

先入り サイズ：90×70mm

1000枚

版、原稿代込

品番 M-7-S1000SET

定価 10,000円(税抜)
販売価格 80,000円(税抜)

消火器点検票シール 社名連絡先入

り サイズ：90×70mm 500枚
版、原稿代込

品番 M-7-S500SET
定価 55,000円(税抜)

販売価格 44,000円(税抜)



ステッカー

「消火器管理番号」ステッカー

材質：テトロンフィルム製

サイズ：30×60mm 10枚1組
品番 M-16

定価 400円(税抜)
販売価格 340円(税抜)

「検査済」ステッカー

材質：軟質塩ビ製

サイズ：40×60mm 10枚1組
品番 M-19

定価 1,600円(税抜)
販売価格 1,280円(税抜)

「管理番号」ステッカー

材質：テトロンフィルム製

サイズ：30×60mm 10枚1組
品番 M-17

定価 400円(税抜)
販売価格 340円(税抜)
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「検査済証」ステッカー

サイズ：70×85mm 10枚1組
品番 M-6

定価 900円(税抜)
販売価格 720円(税抜)

消火器銘板 「消火器↓」 縦

サイズ：240×80mm 厚さ：0.5mm
品番 SB-2

定価 110円(税抜)
販売価格 60円(税抜)

検査済ステッカー 社名入り

サイズ：40×60mm 1000枚
版、原稿代込

品番 M-19-S1000SET
定価 170,000円(税抜)

販売価格 102,000円(税抜)

検査済ステッカー 社名入り

サイズ：40×60mm 500枚
版、原稿代込

品番 M-19-S500SET
定価 90,000円(税抜)

販売価格 54,000円(税抜)

検査済証シール 社名入り

サイズ：70×85mm 1000枚
版、原稿代込

品番 M-6-S1000SET
定価 100,000円(税抜)

販売価格 80,000円(税抜)

検査済証シール 社名入り

サイズ：70×85mm 500枚

版、原稿代込

品番 M-6-S500SET

定価 55,0000円(税抜)
販売価格 44,000円(税抜)



「シャッター」シール

サイズ：14×23mm 楕円 10枚１組

素材：つや無銀紙

品番 M10004

定価 open
販売価格 300円(税抜)

ステッカー
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消火器銘板 「消火器」 縦

サイズ：240×80mm 厚さ：

0.5mm
ピクトグラム対応

品番 SB-20

定価 150円(税抜)
販売価格 80円(税抜)

消火器銘板 「消火器」

サイズ：80×240mm 厚さ：

0.5mm ピクトグラム対応

品番 SB-21
定価 230円(税抜)

販売価格 120円(税抜)

消火器銘板 「消火器マーク」

サイズ：80×80mm 厚さ：0.5mm
ピクトグラム対応

品番 SB-22
定価 120円(税抜)

販売価格 70円(税抜)

「終端器」シール 銀地青刷り

サイズ：直径12mm 20枚１組

素材：樹脂

品番 M10008
定価 open

販売価格 400円(税抜)

「火報」シール

サイズ：14×23mm 楕円 10枚１

組 素材：つや無銀紙

品番 M10001
定価 open

販売価格 300円(税抜)

「タレ壁」シール

サイズ：14×23mm 楕円

10枚１組 素材：つや無銀紙

品番 M10002
定価 open

販売価格 300円(税抜)

「ダンパー」シール サイズ：

14×17mm 楕円 10枚１組

素材：つや無銀紙

品番 M10003
定価 open

販売価格 300円(税抜)

「終端器」シール 白地黒刷り

サイズ：直径10mm 20枚１組

素材：樹脂ラミネート

品番 M10009

定価 open
販売価格 400円(税抜)



ステッカー

「開閉厳禁」ステッカー

材質：軟質塩ビシート製

サイズ：25×40mm 10枚1組
品番 M-8

定価 1,000円(税抜)
販売価格 800円(税抜)41

「充てん済・封」シール １０枚１組

ヤマトプロテック製

品番 JSP10
定価 open

販売価格 220円(税抜)

「防火扉」シール

サイズ：14×23mm 楕円 10枚１組

素材：つや無銀紙

品番 M10005
定価 open

販売価格 300円(税抜)

「警戒区域」シール

サイズ：直径30mm 10枚１組

素材：つや無銀紙

品番 M10010

定価 open
販売価格 340円(税抜)

「119直結」シール

サイズ：40×10mm
10枚１組 素材：樹脂

品番 M10006
定価 open

販売価格 540円(税抜)

「1、2、3、4」番号表示シール

サイズ：直径10mm
各20枚計80枚１組 素材：樹脂シート

品番 M10011
定価 open

販売価格 1,360円(税抜)

丸シール

色：オレンジ サイズ：直径10mm
100枚１組 素材：樹脂シート

品番 M10013
定価 open

販売価格 500円(税抜)

「5」番号表示シール

サイズ：直径10mm 20枚１組

素材：樹脂シート

品番 M10012
定価 open

販売価格 340円(税抜)

「封封」シール サイズ：43×14mm
10枚１組 素材：樹脂ラミネート

品番 M10007
定価 open

販売価格 220円(税抜)



「消防団マーク」ステッカー

材質：反射シート製

サイズ：50mmФ 10枚1組
品番 M-3

定価 3,800円(税抜)
販売価格 3,040円(税抜)

ステッカー

「放水口専用マーク」 ステッカー

材質：アルミコーティングシート製

サイズ：115mmФ 1枚
品番 M-1-1A

定価 570円(税抜)
販売価格 400円(税抜)
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「放水口専用マーク」 ステッカー

材質：アルミコーティングシート製

サイズ：115mmФ 10枚1組
品番 M-1-1

定価 5,700円(税抜)
販売価格 3,800円(税抜)

「消防署マーク」ステッカー

材質：反射シート製

サイズ：50mmФ
10枚1組

品番 M-2
定価 3,800円(税抜)

販売価格 3,040円(税抜)

「消火栓専用マーク」ステッカー

材質：アルミコーティングシート製

サイズ：100mmФ 10枚1組
品番 M-1

定価 7,000円(税抜)
販売価格 5,600円(税抜)

消防用設備反射シート

サイズ：150×100mm 
品番 FA-203

定価 1,900円(税抜)
販売価格 1,520円(税抜)

「両面型ボンベ保管票」

材質：クリーンエコボード製

（両面印刷）

サイズ：100×100mm 2枚1組
品番 M-21

定価 2,500円(税抜)
販売価格 2,000円(税抜)

「充」ボンベ保管票ステッカー

材質：軟質塩ビシート製

サイズ：70×100mm 10枚1組
品番 M-20

定価 2,000円(税抜)
販売価格 1,600円(税抜)

開封厳禁ステッカー

サイズ：20×50mm 10枚１組

品番 M-22
定価 800円(税抜)

販売価格 640円(税抜)



命一番堂
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町28-30

☎042-663-3117

FAX 042-663-2550
minakami@minakami.co.jp

●本カタログに示される仕様、価格は予告なしに変更することがあります。

●商品とカタログの色は、お客様のご使用のモニターやブラウザ、照明
器具などの環境により異なります。

●当カタログに記載されている内容は2020年2月現在のものです。


