
高輝度蓄光チェーン

（アルファ・チェーン）
※ 世界初の “高輝度” 蓄光チェーン （当社調べ）

従来品の50倍の明るさ！

他社製品
（ アルファ・チェーン ）

▼ 設置例（昼間）

（↑設置例のカラーコーンには、弊社製品「再帰反射付蓄光テープ」を貼り付けております）

▼ 設置例（夜間）

■ 製造元：

エルティーアイ株式会社

www.ltic.co.jp

■ 販売店・お問い合わせ先：

高輝度蓄光チェーン「α‐Chain( アルファ･チェーン )」 AC0625-30

【素材】HDPE( 高密度ポリエチレン )、蓄光材
【発光色】イエローグリーン

線径
（最大）

輝度
（20 分後）

A 巻きm数 引張強度B

B

37mm6mm 25m 25kg 以上 103mcd/ ㎡22mm
A

電灯の無い場所でも、
チェーンが見える！

日中の視認性を上げた
コンビタイプ（黄）も
あります！
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HASシリーズ

他社品

■本製品は、白色蛍光灯・LED 照明や太陽の光を蓄え、暗闇で 6～ 8時間光り続けます。
■ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なります。
■発光力は時間の経過と共に減衰しますが、光を当てることにより再び強く発光いたします。
■製品の外観上、色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。

アルファ・チェーン
（NETIS登録製品）

【米代川山田渡樋門工事現場】

国土交通省の NETIS 登録製品！

公共工事等において有用と認められた新技術を

積極的に活用するため、国土交通省が管理している

データベースです。（NETIS に登録されているのは AC0625-30 のみ）

国土交通省 新技術情報提供システム

登録番号：TH-150012-A

NETIS

高輝度蓄光チェーン

（アルファ・チェーン）
※ 世界初の “高輝度” 蓄光チェーン （当社調べ）

暗闇でも光るから見える！ 従来品の50倍の明るさ！

他社製品
（ アルファ・チェーン ）

■ 製造元：

エルティーアイ株式会社

www.ltic.co.jp

■ 販売店・お問い合わせ先：

【　ご注意　】
本製品は、蛍光灯や太陽の光を蓄えて、発光します。そのため、光の照射時間や明るさによって光り方が異なります。
発光は、時間とともに減衰しますが、光を当てることで繰り返し発光します。本製品は、1巻 25ｍの中で外観上、
色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。

高輝度蓄光チェーン「α‐Chain( アルファ･チェーン )」 AC0625-30

【素材】HDPE( 高密度ポリエチレン )、蓄光材
【発光色】イエローグリーン

線径
（最大）

輝度
（20 分後）

A 巻きm数 引張強度B

B

37mm6mm 25m 25kg 以上 103mcd/ ㎡22mm

▼ 出荷時外観 ( 25m 巻 )▼ 製品画像

A

国土交通省の NETIS 登録製品！　No.KT-999999-V

　NETIS とは、民間企業により開発された新技術に係る情報を、共有及び提供するための
データベースのことです。公共工事等において有用と認められた新技術を積極的に活用
していくために、国土交通省が管理しています。（NETIS 登録されているのは通常タイプのみ）

電灯の無い場所でも、
チェーンが見える！
（蛍光タイプだけでは別の光源が無いと見えません）

日中の視認性を上げた
蛍光とのコンビタイプも
販売開始しました！
（蓄光と蛍光が交互に並んだタイプ）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

10分 20分 30分 40分 50分 60分

HASシリーズ

他社品

※　塗料と蓄光材を混ぜてご使用いただく
　　 使いきりタイプです。
※　塗布量（厚み）によりJD級（JIS規格）も満たす
　　 高輝度蓄光塗料です。

AFSU700　～テープの施工が困難な縞鋼板など凹凸のある場所に最適！～

■ 素材：水性ウレタン　　

   納期：約
   容量：塗料0.7L、蓄光材350g

   参考価格：32,000円
３日～《受注生産品》

高輝度蓄光塗料

■施工例

品番 品名 長さ 色 参考価格
線径

（最大）
引張強度

輝度
（20分後）

AC0625 高輝度蓄光チェーン
蓄光色
（薄黄緑）

ACK0625
高輝度蓄光チェーン
（蛍光コンビタイプ）

蓄光色
＋黄色

25m 24,500円 6mm 25kg以上 103mcd/㎡

【通常時】 【暗転時】

チェーンだけで対応できない
場所にはこちらの製品をどうぞ！

AC0625

ACK0625

AC0625

ACK0625

▼ 設置例

国土交通省 新技術情報提供システム

登録番号：KT-999999-V

NETIS
【NETIS とは】
民間企業により開発された新技術に
係る情報を、共有及び提供するための
データベースのことです。
公共工事等において有用と認められた
新技術を積極的に活用していくために、
国土交通省が管理しています。
（※NETIS 登録されているのは、
　　　　　　　AC0625-30のみです）

▼ 使用用途

○ 塗料と蓄光材を混ぜてご使用いただく
　　使いきりタイプです。
○ 塗布量（厚み）によりJD級（JIS規格最上級）も
　　満たす高輝度蓄光塗料です。

 AFSU700 ～テープの施工が困難な縞鋼板など凹凸のある場所に最適！～

■ 素材：水性ウレタン　　

   納期：約
   容量：塗料0.7L、蓄光材350g

   参考価格：32,000円
３日～《受注生産品》

高輝度蓄光塗料

【米代川山田渡樋門工事】

チェーンだけで対応できない
場所にはこちらの製品をどうぞ！

↑工事現場 ↑倉庫、工場、住宅 等 ↑駐車場、イベント会場 等

【通常時】 【暗転時】

■施工例

▼ 製品外観 ( 25m 巻 )▼ 製品画像

【通常時】 【暗転時】

AC0625-30

AC0625-30（蓄光タイプ）

ACKY0625-30

AC0625-30

ACKY0625-30

品番 長さ 引張強度
輝度

（20分後）
線径

（最大）
参考価格
（税抜）

色品名

AC0625-30 蓄光

蓄光

黄色
ACKY0625-30

　　【素材】 HDPE（高密度ポリエチレン）、蓄光材　　【発光色】 グリーン

25m 6mm 25kg以上 24,500円
（980円/m）

103mcd/㎡

アルファ・チェーン
＜蓄光タイプ＞

アルファ・チェーン
＜コンビタイプ（黄）＞

（※ JIS Z 9107 準拠：200 ルクスの蛍光灯を 20 分照射した後の輝度）

※

NETIS登録品

XPS14
テキスト ボックス
創意工夫のアイテムとして最適！
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■本製品は、白色蛍光灯・LED 照明や太陽の光を蓄え、暗闇で 6～ 8時間光り続けます。
■ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なります。
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アルファ・チェーン
（NETIS登録製品）

【米代川山田渡樋門工事現場】

国土交通省の NETIS 登録製品！

公共工事等において有用と認められた新技術を

積極的に活用するため、国土交通省が管理している

データベースです。（NETIS に登録されているのは AC0625-30 のみ）

国土交通省 新技術情報提供システム

登録番号：TH-150012-A
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エルティーアイ株式会社

www.ltic.co.jp

■ 販売店・お問い合わせ先：

【　ご注意　】
本製品は、蛍光灯や太陽の光を蓄えて、発光します。そのため、光の照射時間や明るさによって光り方が異なります。
発光は、時間とともに減衰しますが、光を当てることで繰り返し発光します。本製品は、1巻 25ｍの中で外観上、
色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。
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B

37mm6mm 25m 25kg 以上 103mcd/ ㎡22mm

▼ 出荷時外観 ( 25m 巻 )▼ 製品画像

A

国土交通省の NETIS 登録製品！　No.KT-999999-V

　NETIS とは、民間企業により開発された新技術に係る情報を、共有及び提供するための
データベースのことです。公共工事等において有用と認められた新技術を積極的に活用
していくために、国土交通省が管理しています。（NETIS 登録されているのは通常タイプのみ）

電灯の無い場所でも、
チェーンが見える！
（蛍光タイプだけでは別の光源が無いと見えません）

日中の視認性を上げた
蛍光とのコンビタイプも
販売開始しました！
（蓄光と蛍光が交互に並んだタイプ）
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※　塗料と蓄光材を混ぜてご使用いただく
　　 使いきりタイプです。
※　塗布量（厚み）によりJD級（JIS規格）も満たす
　　 高輝度蓄光塗料です。

AFSU700　～テープの施工が困難な縞鋼板など凹凸のある場所に最適！～

■ 素材：水性ウレタン　　

   納期：約
   容量：塗料0.7L、蓄光材350g

   参考価格：32,000円
３日～《受注生産品》

高輝度蓄光塗料

■施工例

品番 品名 長さ 色 参考価格
線径

（最大）
引張強度

輝度
（20分後）

AC0625 高輝度蓄光チェーン
蓄光色
（薄黄緑）

ACK0625
高輝度蓄光チェーン
（蛍光コンビタイプ）

蓄光色
＋黄色

25m 24,500円 6mm 25kg以上 103mcd/㎡

【通常時】 【暗転時】

チェーンだけで対応できない
場所にはこちらの製品をどうぞ！

AC0625

ACK0625

AC0625

ACK0625

▼ 設置例

国土交通省 新技術情報提供システム

登録番号：KT-999999-V

NETIS
【NETIS とは】
民間企業により開発された新技術に
係る情報を、共有及び提供するための
データベースのことです。
公共工事等において有用と認められた
新技術を積極的に活用していくために、
国土交通省が管理しています。
（※NETIS 登録されているのは、
　　　　　　　AC0625-30のみです）

▼ 使用用途

○ 塗料と蓄光材を混ぜてご使用いただく
　　使いきりタイプです。
○ 塗布量（厚み）によりJD級（JIS規格最上級）も
　　満たす高輝度蓄光塗料です。

 AFSU700 ～テープの施工が困難な縞鋼板など凹凸のある場所に最適！～

■ 素材：水性ウレタン　　

   納期：約
   容量：塗料0.7L、蓄光材350g

   参考価格：32,000円
３日～《受注生産品》

高輝度蓄光塗料

【米代川山田渡樋門工事】

チェーンだけで対応できない
場所にはこちらの製品をどうぞ！

↑工事現場 ↑倉庫、工場、住宅 等 ↑駐車場、イベント会場 等

【通常時】 【暗転時】

■施工例

▼ 製品外観 ( 25m 巻 )▼ 製品画像

【通常時】 【暗転時】

AC0625-30

AC0625-30（蓄光タイプ）

ACKY0625-30

AC0625-30

ACKY0625-30

品番 長さ 引張強度
輝度

（20分後）
線径

（最大）
参考価格
（税抜）

色品名

AC0625-30 蓄光

蓄光

黄色
ACKY0625-30

　　【素材】 HDPE（高密度ポリエチレン）、蓄光材　　【発光色】 グリーン

25m 6mm 25kg以上 24,500円
（980円/m）

103mcd/㎡

アルファ・チェーン
＜蓄光タイプ＞

アルファ・チェーン
＜コンビタイプ（黄）＞

（※ JIS Z 9107 準拠：200 ルクスの蛍光灯を 20 分照射した後の輝度）

※

NETIS登録品

XPS14
テキスト ボックス
株式会社　システムクリエイト秋田県秋田市山王中島町３－５TEL：018-823-1432　　FAX：018-823-1489

XPS14
テキスト ボックス
【ご注文情報】下記項目をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。～FAX：018-823-1489～　会社名：　ご住所：　TEL：　ご担当者名：□アルファ・チェーン<蓄光タイプ>　　　　　25m/巻　\24,500 → \18,000（税抜）　　　　個□アルファ・チェーン<コンビタイプ（黄）>　 25m/巻　\24,500 → \18,000（税抜）　　　　個　　　　　※【新年度特別キャンペーン価格】平成３０年7月31日までの特別価格です！　
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