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本　　　　社 広島市中区大手町2-8-4　パークサイドビル9F 〒730-0051 TEL（082）247-4227㈹／ FAX（082）247-4104

広島営業所 広島市中区大手町2-8-4　パークサイドビル7F 〒730-0051 TEL（082）247-4220 ／ FAX（082）247-6136

東 京 支 店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号  ナカニシビル4F 〒151-0051 TEL（03）3351-6611 ／ FAX（03）3351-6612 

千 葉 支 店 千葉市稲毛区山王町342番地 〒263-0002 TEL（043）422-1860 ／ FAX（043）422-1172 

静岡営業所 静岡市葵区西千代田町2番6号 〒420-0847 TEL（054）248-7298 ／ FAX（054）248-4717

大阪営業所 大阪府吹田市広芝町14-22　パレス江坂602 〒564-0052 TEL（06）6389-1996 ／ FAX（06）6389-1997

水島営業所 岡山県倉敷市東塚7丁目14番52号 〒712-8044 TEL（086）455-8754 ／ FAX（086）455-8795

山口営業所 山口県防府市緑町2-5-5 〒747-0026 TEL（0835）23-3446 ／ FAX（0835）23-3447

九州営業所 福岡市博多区西月隈5-7-27 〒812-0857 TEL（092）589-3715 ／ FAX（092）589-3716

【設計・製作】

㈱大蔵製作所

東京都荒川区荒川5-4-6

TEL：03-3891-7136㈹  FAX：03-3891-9909

【設計・販売】

㈱日本パーカーライジング広島工場

本　　社： 広島市中区大手町2-8-4  パークサイドビル7Ｆ

 TEL：082-247-4220　FAX：082-247-6136

LED導光板反射内照標識

㈱日本パーカーライジング広島工場

今までは非常に高価だったLED式内照規制・警戒標識板が比較的

安価で製作できるようになりました。

薄型で場所もとらず、通常の標識のように簡単に設置可能です。

NIHON  PARKERRIZING  HIROSHIMA  WORKS  CO.,LTD

寸　　法

【ソーラータイプLED導光板 図面】

【 製 品 の 特 徴 】

規　　格

名　　称 導光板LED内照（警戒・補助）

本　  体：任意製作可能

発 光 体：高輝度LED使用

  　　　　導光板

表  　面：高輝度プリズムレンズ型反射シート

ソーラー式の場合：無日照動作5日

■ LED光源ユニット部寿命　40,000時間（10時間／日）の点灯で約10年以上です。

■ 商用電源タイプ・ソーラータイプでの製作が可能。

　 ソーラータイプの場合でも、夜間常時点灯もしくは点滅が可能です。

■ 補助板や他の大きさの標識や広告としても製作可能で、筐体はアルミ製です。

表  　面：広角プリズム型反射シート（DG3）

夜間常時点灯OK
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【従来タイプの蛍光灯式の発光イメージ】 【LED光源内蔵タイプの発光イメージ】

LED導光板反射内照標識

通常の灯火標識と LED式内照標識の点灯イメージ

導光板 LED内照標識設置例

LED導光板＋広角プリズム反射シートの発光イメージ

LED導光板を使用した反射内照標識です。40㎜程度の薄さですので、通常の標識のように簡単に設置

可能です。導光板を採用することにより、均一な面発光をさせ視認性の効果を向上させています。

注：上の写真は既存のイメージをわかりやすく再現したもので実際に使用されているものではありません。

注：ライト照射時の写真は正面からフラッシュを使用して撮影しています。

発　光　時 構　　造ライト照射時（シートによる反射）

規制・補助標識

警戒＋補助板

点灯時 反射時

点灯時 反射時

点灯時 反射時



エ ス コ ー ト ラ イ ト

㈱日本パーカーライジング広島工場

エスコートライトは、上り勾配で速度低下による渋滞が発生している箇所において、路側に設置した灯具の光を

進行方向へ流れるように点灯させ、速度低下を防ぐ渋滞対策装置です。

首都高速道路 中央環状線（外回り） 扇大橋付近に設置したエスコートライトです。コストを抑え、スペースが無い箇所にも

設置可能な薄型の仕様になっています。

【仕様書】

東京港TN 設置写真

首都高速道路 中央環状線 扇大橋付近



　　　カメラセンサー検知連動システム(投光器との連動)　　　　　　カメラセンサー検知連動システム(投光器との連動)　　　　　　カメラセンサー検知連動システム(投光器との連動)　　　　　　カメラセンサー検知連動システム(投光器との連動)　　　

（株）日本パーカーライジング広島工場

（株）日本パーカーライジング広島工場（株）日本パーカーライジング広島工場

（株）日本パーカーライジング広島工場

【設計・製作】

(株）大蔵製作所

東京都荒川区荒川 5-4-6

TEL：03-3891-7136(代) FAX：03-3891-9909

【設計・販売】

(株）日本パーカーライジング広島工場

本　　　社：広島市中区大手町2-8-4 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ7F

　　　　　　  TEL：082-247-4220 FAX： 082-247-6136

東京支店：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ﾅｶﾆｼﾋﾞﾙ4F

　　　　　　  TEL：03-3351-6611 FAX：03-3351-6612

※誤進入方向

検知範囲(任意設定可能)

カメラセンサー

1台のカメラセンサーで設定した複数の検知範囲において設定方向に進行するものを感知し,

投光器より矢印や×印などを路面等に連動照射させます。
検知信号発信と同時に、動画としての記録も可能です。

カメラセンサー検知連動システム  機器構成　例

※通常進行方向

概　要　図（例）

投光器 投光器

汎用PC他

高輝度点灯

投光器

LANケーブルRJ45

※蓄積データの閲覧及び取り出し可能

※大容量マイクロSDカード設置可能

カメラセンサー

コントローラーボックス

商用電源対応

××××

　　　設定例　　　 人・自転車など逆行するものをすべて感知し、×印の点灯照射により注意喚起します。

　　　　　　　　　　　通行車両には矢印の照射により誘導灯の役割をします。



高い視認性と優れた耐候性を実現した大型標識です。

１、優れた耐久性
　　・破断強度　JIS L.1096
　　・引裂強度　JIS L.1096
　　・継目強度　JIS L.1096
２、優れた耐候性
　　　JIS B 7753 サンシャインカーボン式

　　　促進耐候性試験機2000時間適合。

１、優れた耐久性・耐候性構造
　　・素材
　　　　JIS H4100-A6063S T5

　　・高い防水性
　　　　筐体シャーシ完全防水構造

　　・高い防錆力
　　　　鉄製部材使用率10％以下

２、機能的構造
　　　溶接を使用しないため、どのような

　　サイズでも現場で組立可能。

３Mジャパン製　パナグラフィックス

内照標識（繊維シート・アルミ筐体）

製造工程

繊維シートの特性 アルミ筐体の特性

（繊維シート）

原　稿

真空圧着工程・養生

罫書き線記入

繊維シート
裁断つなぎ加工

清　掃

（内照BOX）

組　立

電　装
（灯器具・付属品）

表面保護
フィルム裁断

調査・設計・材料手配

組　立（展　張）

検　査（外観・照度・防水・耐電・絶縁）

完　成・出　荷

本　体

形材切断

穴あけ・切削

背　板

形材切断

塗　装

ラミネート工程
水貼り

ラミネート工程
水貼り

着色材
カッティングマシン

端材の剥がし作業

APテープ
ラミネート

（株）日本パーカーライジング広島工場

※既設内照標識の表示面張替他各種メンテナンス工事も受注いたします。
※仕様・規格については、予告なく変更する場合があります。

内部照明標識
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LED光源内部照明標識

※白色部で 1000lux以上　均せい度 4以下

■通常の蛍光管の形をしたＬＥＤを使用します。今までの筐体をそのまま使用し、
　光源のみをＬＥＤ蛍光管にすることで、低コストでLED化することが可能です。

■蛍光管タイプのＬＥＤ光源は既設のソケットを使用できます。
　当社が使用する蛍光管タイプＬＥＤは電源が内蔵されており、別置きの電源は必要としません。

■特　徴
　防滴対策を施したものを使用しています。
　重量も４０Ｗタイプで５００ｇ/本を切り、軽量化を実現しています。
　ＬＥＤ光源の場合に問題となるノイズをクリアしています。
　高調波：ＪＩＳＣ６１０００-３-２および、ＥＭＩ：ＥＭ５０２２ ＣｌａｓｓＢの試験をパスしていますので、設置による
　他の機器への影響、ラジオなどへのノイズの発生は起こりません。

■省エネ
　消費電力 約６０％ 削減！ Ｃｏ２排出量 約６０％ 削減！！　　
　推定寿命も約４０,０００時間と蛍光灯の約４倍の長寿命を実現します。

蛍光管タイプLED

設置箇所  圏央道　久喜白岡JCT

設置箇所  圏央道　海老名JCT 調光機能

特許申請中

■LED光源を用いた内照標識板です。

■朝日や西日などの逆光時には、背面から太陽光を透過させることで、視認性を確保する逆光防止機能を有して
　います。

■夜間は「背面透過性ゆえの眩しい漏れ光」が出ない仕組みを採用しています。

■特殊なルーバーを使用することで、逆光時は効率よく太陽光を取り込みます。夜間の内照発光時にはブラインド
　機能 により背面からの眩光を与えにくく、ドライバーや近隣に配慮した構造となっています。

逆光対策（背面漏れ光防止機能付）

■内照標識を板の任意部で分割して製作することが可能です。

■トンネル内や、片側１車線の対面通行の場所に設置する場合は、分割して設置することでメンテナンスを
　容易にすることができます。

分割対応内照標識

■通常の蛍光管の形をしたものを使用します。

■コントロールスイッチにより、明るさを調整することができます。

■調光のメリット
　トンネル内や半地下など常時暗く点灯が必要な箇所では、１０００luxの明るさではなく少し暗い方が無理なく
　視認出来る場合があります。又、周辺への影響を考慮しなければいけない場所でも、調光機能が役立ちます。
　LEDの性能を１００％より抑えて使用することで、長寿命化を期待できます。

■省エネ
　消費電力 約４０％ 削減！　　 Co２排出量 約４０％削減！！
　推定寿命も約４０,０００時間と蛍光灯の約４.０倍の長寿命を実現します。

調光可能タイプＬＥＤ

背面漏れ光防止ルーバー

※ 実験中の写真です。



｢安全施設みえる化システム(仮)｣のご紹介

URL:http://www.hiroshima-parker.co.jp 検 索パーカー広島

広島市中区大手町2 8 4　パークサイドビル9F 

広島市中区大手町2 8 4　パークサイドビル7F

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号  ナカニシビル4F

千葉市稲毛区山王町342番地

静岡市葵区西千代田町2番6号

山口県防府市緑町2 5 5

福岡市博多区西月隈5 7 27   

〒730-0051

〒730-0051

〒151-0051

〒263-0002

〒420-0847

〒747-0026

〒812-0857

TEL（082）247-4227㈹／ FAX（082）247-4104

TEL（082）247-4220 ／ FAX（082）247-6136

TEL（03）3351-6611 ／ FAX（03）3351-6612 

TEL（043）422-1860 ／ FAX（043）422-1172 

TEL（054）248-7298 ／ FAX（054）248-4717

TEL（0835）23-3446 ／ FAX（0835）23-3447

TEL（092）589-3715 ／ FAX（092）589-3716

本　　　　社

広島営業所

東 京 支 店

千 葉 支 店

静岡営業所

山口営業所

九州営業所

特許出願申請済み

人と安全施設をIoT技術でつなぎ、安全施設の異常をリアルタイム
に知らせることで、路上工事の安全確保、安全施設の遠隔管理を
行う事が可能になります。

路上工事の安全・安心を確保

- -

- -

- -

- -

　主な仕様(製品目標)

【安全施設】

　加速度センサー、GPS搭載

　通信距離　　  ：1km以上

　稼働時間　　  ：1ヶ月以上

【管理PC】

　Windows7以降のPC

　汎用のPCにアプリをインス

　トールして使用

【携帯報知機】

　LED点滅、ブザーでの報知

　通信距離　　  ：1km以上

　稼働時間　　  :1ヶ月以上

安全施設の転倒に気付かず、設置修復が遅れる。

車両突入を迅速に察知し、危険を回避したい。

車両巻き込みや跳ね飛ばしにより、安全施設が

行方不明になると、回収作業に手間が掛かる。

管理PCの画面イメージ

装着イメージ（例）

電池ケースに
差し込んで使用



霧対策ＬＥＤ反射式標識板

㈱日本パーカーライジング広島工場

【設計・販売】
㈱日本パーカーライジング広島工場　第二営業部
広島市中区大手町2-8-4  パークサイドビル7Ｆ
TEL：082-247-4220　FAX：082-247-6136

【設計・製作】
㈱大蔵製作所
東京都荒川区荒川5-4-6
TEL：03-3891-7136㈹  FAX：03-3891-9909

濃霧発生時でも安全な走行を可能にするため、LEDを使用した案内標識を開発致しました。

文字部に高輝度LEDを埋め込み、表面に広角プリズムレンズシートを使用する事により

視認性が大幅にアップし、案内標識などの見落としをなくします。

○　LED埋め込み部分はユニット構造ですので、ユニットを交換することにより表示内容が変更できます。

○　霧発生時には、センサーによりLEDが点灯するので、標識板をはっきりと視認することができます。

○　夜間は、自動的にLEDが点灯しますが、広角プリズムレンズシートにより反射性能も有しています。

○　内照標識として全面を反射させるよりも安価に製作できます。

○　通常の反射標識板とほぼ同じ構造の為、厚みも薄く取付方法も変わりません。

大分自動車道に、新型霧対策標識板として設置されました。

LEDを使用した新型標識板は霧発生時や夜間でも、はっきりと視認することができます。

霧発生時 通常時



構　　造　　図

【主な製品仕様】

寸　　法

規　　格

本体

発　光　体

反　射　部

任意寸法での製作可能

高輝度発光ダイオード

黄 ・ 赤 ・ 青 ・ 緑 ・白

広角プリズムレンズ反射シート

レイアウト・寸法・デザイン・電力計算 など、設置条件に合わせた設計が可能です。
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株式会社 日本パーカーライジング広島工場
URL：http://www.hiroshima-parker.co.jp 検 索パーカー広島

広島市中区大手町2-8-4　パークサイドビル9F 

広島市中区大手町2-8-4　パークサイドビル7F

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号  ナカニシビル4F

千葉市稲毛区山王町342番地

静岡市葵区西千代田町2番6号

山口県防府市緑町2-5-5

福岡市博多区西月隈5-7-27   

〒730-0051

〒730-0051

〒151-0051

〒263-0002

〒420-0847

〒747-0026

〒812-0857

TEL（082）247-4227㈹／ FAX（082）247-4104

TEL（082）247-4220 ／ FAX（082）247-6136

TEL（03）3351-6611 ／ FAX（03）3351-6612 

TEL（043）422-1860 ／ FAX（043）422-1172 

TEL（054）248-7298 ／ FAX（054）248-4717

TEL（0835）23-3446 ／ FAX（0835）23-3447

TEL（092）589-3715 ／ FAX（092）589-3716

本　　　　社

広島営業所

東 京 支 店

千 葉 支 店

静岡営業所

山口営業所

九州営業所


