
ガイドステップSCS14
GUIDESTEP

錆びに強い SCS 1 4 ( SU S 3 1 6 同等 ) 仕様の点字鋲。

JIS規格準拠



ベーシックステンレスタイプ (フラット)

ノンスリップステンレスタイプ (ドットパターン )

ノンスリップ樹脂タイプ (ソフトブラック)

ノンスリップ樹脂タイプ (チーズイエロー )

一般床用

タイルカーペット用

点鋲

プ (チーズイエロー )

スタイプ (ドットパターン )

タイプ (フラット)

マンセル値 (D65) : 9.6YR7.5/8.6 

※マンセル値はサンプルプレートによるものです。

※ウッドデッキには対応していません。

マンセル値 (D65) : 7.6B3.4/0.7 
プ (ソフトブラック)

マンセル値 (D65) : 7.6B3.4/0.7
ノンススリップ樹脂タイプ

ノンススリップステンレス

ベーシシックステンレスタ

ノンス

点鋲

スリップ樹脂タイプ

一般床用
タイルカーペット用

NSN316-22-Y
NSN316TC-22-Y

線鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSN316-290-Y
NSN316TC-290-Y

点鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSN316-22-K
NSN316TC-22-K

線鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSN316-290-K
NSN316TC-290-K

点鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSH316-22-F
NSH316TC-22-F

線鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSH316-290-F
NSH316TC-290-F

点鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSH316-22-D
NSH316TC-22-D

線鋲
一般床用

タイルカーペット用
NSH316-290-D
NSH316TC-290-D
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点字鋲基本配列
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J I S 規格配列 ( 例 )

穴開け専用ゲージをご利用ください
( オプション品 )

点鋲用ゲージ 線鋲用ゲージ

視覚障害者用点字ブロック配置例 ハートビル法・交通バリアフリー法・都道府県条例により、配置基準が決められています。
各自治体のまちづくり条例もあわせてご確認ください。

カウンター

300程度

十字路

L字路 T字路
十字路

L字路 T字路

受付

案内板

300程度

案内板

300程度

扉の幅の分
セットバック

開き戸

マットスイッチ分
セットバック

自動ドア

300程度

どちらか片方に寄せる

幅の広い自動ドア

300程度
エレベーター

※エレベーター前は、各市町村によって異なります。
ご注意ください。

エレベーター

階段

踊り場

300程度

は点状の [警告 ] 点字ブロックを表します。

は線状の [誘導 ] 点字ブロックを表します。

警　告 誘　導



やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

本カタログは、ユニバーサルデザイナ (UD)の考え方に基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。

Tel.86-21-64432119
Tel.86-756-7715166

Fax.86-21-64430237
Fax.86-756-7715133

上 海 事 務 所 Room 1017, Pine City Hotel Shanghai, 777 Zao Jia Bang Road, Shanghai, China
500 Yue Feng Road, Nanshui Town, Zhuhai, Guangdong, China

納咖（珠海）建材有限公司

2020年10月 TR-JI-2

〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5（住友不動産上野ビル2号館5F） Tel.03-5826-0603 Fax.03-5826-0606

〈関係会社〉

URL  http://www.naka-techno.co.jp

60 Albert Street, OG Albert Complex, #08-11, Singapore 189969

URL  https://www.naka-kogyo.co.jp

No.2 G/F, Wah Wai Centre, 38-40 Au Pui Wan Street, Fo Tan, New Territories, 
Hong Kong

東日本営業推進部 〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5（住友不動産上野ビル2号館5F） Tel.03-5826-2716 Fax.03-5826-2722
西日本営業推進部 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-9-36 Tel.06-6886-8961 Fax.06-6886-8960

札 幌 支 店

仙 台 支 店

新 潟 営 業 所

さ い た ま 支 店

千 葉 営 業 所

東 京 支 店

立 川 営 業 所

横 浜 営 業 所

名 古 屋 支 店

金 沢 営 業 所

大 阪 支 店

リニューアル営業部

広 島 支 店

高 松 営 業 所

福 岡 支 店

鹿 児 島 営 業 所

特 注 品 営 業 部

フ ロ ア 営 業 部

開 発 営 業 部

海 外 営 業 部

香 港 支 店

シンガポール支店

〒063-0836

〒983-0039

〒950-0912

〒336-0017

〒260-0016

〒110-0014

〒190-0021

〒226-0025

〒465-0081

〒920-0057

〒532-0027

〒532-0027

〒733-0822

〒760-0078

〒812-0004

〒890-0055

〒110-0015

〒110-0014

〒340-0807

〒110-0015

北海道札幌市西区発寒16条13-2-50

宮城県仙台市宮城野区新田東3-12-3

新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54（日生南笹口ビル6F）

埼玉県さいたま市南区南浦和2-40-1(第2愛興ビル4F)

千葉県千葉市中央区栄町42-11（日本企業会館5F）

東京都台東区北上野2-23-5（住友不動産上野ビル2号館5F）

東京都立川市羽衣町2-41-1（羽衣第2ビル1F）

神奈川県横浜市緑区十日市場町814-19

愛知県名古屋市名東区高間町54

石川県金沢市桜田町1-20-102

大阪府大阪市淀川区田川3-9-36

大阪府大阪市淀川区田川3-9-36

広島県広島市西区庚午中4-14-15

香川県高松市今里町4-30

福岡県福岡市博多区榎田2-1-1

鹿児島県鹿児島市上荒田町44-25（パークサイド鹿児島1F）

東京都台東区東上野2-18-10（日本生命上野ビル3F）

東京都台東区北上野2-23-5（住友不動産上野ビル2号館5F）

埼玉県八潮市新町39

東京都台東区東上野2-18-10（日本生命上野ビル3F）

Tel.011-662-7611

Tel.022-239-2511

Tel.025-243-5751

Tel.048-871-3600

Tel.043-227-6231

Tel.03-5826-2710

Tel.042-523-9211

Tel.045-988-1801

Tel.052-709-7771

Tel.076-223-8388

Tel.06-6886-8966

Tel.06-6886-6661

Tel.082-527-1020

Tel.087-869-9885

Tel.092-452-8611

Tel.099-256-7766

Tel.03-5817-5305

Tel.03-5826-2724

Tel.048-932-0168

Tel.03-5817-7410

Tel.852-25668018

Tel.65-66353393

Fax.011-666-1350

Fax.022-239-2522

Fax.025-243-9053

Fax.048-871-3601

Fax.043-227-7228

Fax.03-5826-2720

Fax.042-523-1577

Fax.045-988-1901

Fax.052-709-7707

Fax.076-223-8653

Fax.06-6886-8960

Fax.06-6886-5515

Fax.082-527-1021

Fax.087-869-9886

Fax.092-452-8600

Fax.099-256-7911

Fax.03-5817-7420

Fax.03-5826-2726

Fax.048-932-7713

Fax.03-5817-7420

Fax.852-25128278

Fax.65-66353398

担当エリア／北海道

担当エリア／青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県

担当エリア／新潟県

担当エリア／群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、長野県

担当エリア／千葉県

担当エリア／東京都区内

担当エリア／東京都多摩地区、山梨県

担当エリア／神奈川県

担当エリア／静岡県、愛知県、三重県、岐阜県

担当エリア／石川県、富山県、福井県

担当エリア／滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県

担当エリア／鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県

担当エリア／香川県、徳島県、高知県、愛媛県

担当エリア／福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、沖縄県

担当エリア／宮崎県、鹿児島県

取扱品目／特注製品（首都圏）

取扱品目／OAフロア関連（首都圏）

取扱品目／住宅関連製品

担当品目／関西地区 改修工事

担当／設計事務所
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