
外れない。ヤンテスの
カーペットキャッチ
PAT.

（No.1614337 / No.1351101 / No.1422686）

※タイルカーペットの目地部分に取り付けないで
ください。外れの原因になります。

※タイルカーペットの取付穴はφ12 となります。

消火器ケースと AED ケースのご案内　他にもあります。詳しくはお問い合わせください。
設置現場に合わせた製品の別製（別色）も承っております。またステッカーも各種取り揃えております。

●カーペットの硬さにより取付けできない場合がありますので、ご注文の際はサンプル品で必ずご確認ください。

金属製点鋲用

樹脂製・ブラス製点鋲用

YBC-030（薄タイプ） 樹脂キャッチ

タイルカーペット（3.5 〜 4.5mm厚）

※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-030 による取付

YBC-031（標準） 樹脂キャッチ

タイルカーペット（4.5 〜7.0mm厚）

※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-031による取付

YBC-032 樹脂キャッチ

ロールカーペット	（7.0 〜10.0mm厚）

※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-032による取付

YBC-001 樹脂キャッチ

タイルカーペット（5.0 〜7.0mm厚）

※はめ込み式カーペットキャッチ
YBC-001による取付

外れない

絨毯
固定具

外れない

本願意匠に係わる物品

YEN337-3FL-11M-ES36
スチール 1.6t（本体）・1.2t（扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  ES36
製品寸法 : W252.2×H600×D160
開口寸法 : W258×H610

YEN565-0FL-41-EC53
スチール 1.6t（本体）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC53
製品寸法 : W200×H500×D200

YEN567-0FL-41-EC63+ES90
スチール 1.6t（本体）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC63+ES90
製品寸法 : W150×H350×D150

YEN537-0FL-41-ES33
スチール 1.6t（本体）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  ES33
製品寸法 : W250×H580×D150
ステンレス ヘアーラインもあります

YEN543-0FL-41-EC53
スチール 1.6t（本体）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC53
製品寸法 : W242×H550×D160
ステンレス ヘアーラインもあります

YEN806-0FL-21L
スチール 1.6t（本体）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
専用ステッカー 
製品寸法 : W275×H705×D140
開口寸法 : W258×H690

YEN438-3FL-11S-EC56
スチール 1.6t（本体・扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC56
製品寸法 : W275×H395×D230
開口寸法 : W258×H378

YAED424-3FL-11L
スチール 1.6t（本体・扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
専用ステッカー
製品寸法 : W385×H900×D194
開口寸法 : W370×H885
警報ベル付もあります

YEN337-3FL-11M-EC56
スチール 1.6t（本体）・1.2t（扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC56
製品寸法 : W252.2×H600×D160
開口寸法 : W258×H610

YEN335-3FL-11M-ES36
スチール 1.2t（本体・扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  ES36
製品寸法 : W275×H625×D160
開口寸法 : W258×H610

YEN335-3FL-11M-EC56
スチール 1.2t（本体・扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC56
製品寸法 : W275×H625×D160
開口寸法 : W258×H610

YEN493-3FL-11L-EC53
スチール 1.6t（本体）・2.3t（扉）
メラミン焼付塗装（ホワイト）
表示ステッカー  EC53
製品寸法 : W280×H710×D160
開口寸法 : W258×H690

（納まり : ビニールクロス巻き込み） （納まり : ビニールクロス巻き込み）

各設備への視覚障碍者誘導用ブロックの設置例 （2013年度 国土交通省ガイドラインより）

券売機  点字運賃表及び点字シール付き券売機

エレベーター

傾斜路

トイレ

エスカレーター 階段

券売機手前から
30cm程度

カウンター

乗り場ボタン

多機能トイレ

女子用

男子用

点検蓋 くし板

乗り場ボタンから
30cm程度

触知案内図等から30cm程度

触知案内図等

始終端部から30cm程度

点検蓋に接する程度の個所

始終端部から30cm程度

JIS規格製品の形状・寸法及びその配列

● 線 鋲● 点 鋲

掲載製品はすべてJIS（日本工業規格）T 9251: 2001に基づき製作されています。

視覚障碍者誘導用のブロックは道路、公共施設、駅などに施設され広く普及しているが、その形

状、色、材質など、多種多様なものが施設されているため、標準化が求められていた。そのため平

成8年度から視覚障碍者の協力を得て大規模な被験者実験が実施され、“認知のしやすさ”、“切

替りのわかりやすさ”などのデータを取得。これに基づきブロックなどの突起の形状・寸法及びそ

の配列を統一することで、視覚障碍者の安全性を図るため、平成13年にJIST9251が制定された。

日本規格協会 発行 「視覚障碍者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」より

JIS（日本工業規格）について
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寸　法

注* この寸法範囲でブロックなどの大きさ 
に応じて一つの寸法を設定する。

備考 ブロックなどの継ぎ目部分（突起の長
手方向）における突起と突起の上辺
部での間隔は、30mm以下とする。

単位 mm 単位 mm

R

R  2mm<=

● 突起断面図形状

規 格 製 品

Catalog No.362019 

東京国際空港国際線
旅客ターミナルビル

YB771S-27/290-31 . YB770S-22-31YB640W-22-41  

YB641S-27/240-41 . YB640S-22-41（□500施工事例） YB640C-22-41

YB710C-22-32

東京国際空港国際線旅客ターミナルビル

YB641S-27      
イージーオーダーサイズ（□500施工事例）

東京国際空港国際線旅客ターミナルビル 大阪国際空港旅客ターミナルビル

あべのハルカス

YB660C-22-32＋YBC-030（薄タイプ） YB770C-22-31＋YBC-031（標準）　

YB710C-22-32＋YBC-032（ロールカーペット用） YB120C-22-12＋YBC-001

YR3300S-19-32　
ステンレスへアライン

YR6310S-41　
樹脂イエロー
＋ステンレスへアライン

YR3200S-30-32　
ステンレスへアライン

YR6310S-43　
樹脂ダークグレー
＋ステンレスへアライン

YR8500S-22-32　
ステンレスへアライン

YR6310S-50　
蓄光樹脂
＋ステンレスへアライン

YR3800-30-32　
ステンレスへアライン

YR8000-12-32　
ステンレスへアライン

YR7110S-32　
ステンレスへアライン

テリトリーマーク

　 　  精 密 鋳 造

YB711 と YB641 は下記のサイズも受注生産で承ります

※ブラス製の 
テリトリーマークも承ります。 
詳しくはお問い合わせください。

90

27

19

2t

30

3t

22

3t

30

2.5t

10

0.8t

ポケット 本体

ポケット後付け簡単施工

□250㎜用 □250㎜用

□200㎜用 □200㎜用

□150㎜用 □150㎜用

□100㎜用 □100㎜用

YB711S-27/240-32 □カーペット用	YB711C-27/240-32 YB641S-27/240-41 □カーペット用	YB641C-27/240-41

YB711S-27/190-32 □カーペット用 YB711C-27/190-32 YB641S-27/190-41 □カーペット用 YB641C-27/190-41

YB711S-27/140-32　□カーペット用	YB711C-27/140-32 YB641S-27/140-41 □カーペット用YB641C-27/140-41

YB711S-27/90-32 □カーペット用	YB711C-27/90-32 YB641S-27/90-41 □カーペット用YB641C-27/90-41

あらゆるニーズに対応いたします。ご相談ください。
旧タイプの点字鋲も承ります。

夢 と ア イ デ ィ ア を 形 に

株式会社ヤンテス
本 社 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1-14
 Tel. 06-6231-5585    Fax. 06-6231-5586

e-mail: osaka@yantes.net http://yantes.net

●価格は2018年12月現在のものです。
●掲載価格には、運搬費・工事費・消費税および間配・荷上費・運送費・管理費は含まれておりません。
●印刷インキの関係上、色調が実物と多少異なります。
●改良のため、カタログ記載の仕様・デザイン・価格は、予告なく変更することがあります。
●当誌のアイデアおよびデザインの無断使用・模倣を禁じます

［生産・販売］株式会社 ヤンテス

●価格は2019年8月現在のものです。
●掲載価格には、工事費・間配費・荷揚費・運送費・管理費及び消費税は含まれておりません。
●印刷インキの関係上、色調が実物と多少異なります。
●改良のため、カタログ記載の仕様・デザイン・価格は、予告なく変更することがあります。
●当誌のアイデアおよびデザインの無断使用・模倣を禁じます。

視覚障害者誘導点字鋲
規 格 製 品

ケアラインR

点字鋲設置例

石材、P タイル、コンクリート、モルタル、 
アスファルト、フローリング、ゴムチップなど
※エポキシ接着剤で固定
※石材は下地にベタ貼りしてください。
※アスファルトは特殊接着剤で固定。

磁器タイル
※エポキシ接着剤で固定
※磁器タイルは下地にベタ貼り
　してください。

点鋲 線鋲

φ6穴

点鋲 線鋲
φ8穴

点鋲

ウッドデッキ（成型品）
※ビス止めと接着剤で固定

点鋲線鋲

点字タイル（□300）もあります（ユニストマー樹脂製）

※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。
※屋内用製品です。





□300㎜用　誘導鋲ケアライン 警告鋲ケアマーク

290

25 120 120 25

5

掲載製品はすべて JIS（日本工業規格）T 9251:2001 に基づき製作しています

精密鋳造

YB711S-27/290-32 

□カーペット用	
YB711C-27/290-32 

YB710S-22-32 

□カーペット用	
YB710C-22-32 

YB711 / 710　ステンレスへアライン	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

精密鋳造

YB771S-27/290-31 

□カーペット用
YB771C-27/290-31 

YB770S-22-31 

□カーペット用	
YB770C-22-31 

YB771 / 770　ステンレスへアライン　ショット仕上

精密鋳造

YB661S-27/290-32 

□カーペット用
YB661C-27/290-32 

YB660S-22-32 

□カーペット用	
YB660C-22-32 

YB661 / 660　ステンレスへアライン

精密鋳造

YB1311S-27/290-16 
ベージュ  受注生産

□カーペット用
YB1311C-27/290-16 

ベージュ  受注生産

YB1310S-22-16 
ベージュ  受注生産

□カーペット用	
YB1310C-22-16 

ベージュ  受注生産

YB1311 / 1310　ステンレスセラミック溶射　※セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。

精密鋳造

YB1311S-27/290-13
ダークグレー  受注生産

□カーペット用
YB1311C-27/290-13

ダークグレー  受注生産

YB1310S-22-13 
ダークグレー  受注生産

□カーペット用	
YB1310C-22-13 
ダークグレー  受注生産

YB1311 / 1310　ステンレスセラミック溶射　※セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。

YB121S-27/290-11 
イエロー  

□カーペット用
YB121C-27/290-11 

イエロー  

YB120S-22-11 
イエロー  

□カーペット用	
YB120C-22-11 

イエロー  

YB121 / 120　ユニストマー樹脂　ノンスリップダイヤカット	 イエロー・グレー・ダークグレーが標準色です。　※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。　※オーダーメイドで別色対応できます。

削り出し

YB961S-27/290-52 YB960S-22-52 

□カーペット用	
YB960C-22-52 

YB961 / 960　ブラス	ヘアライン　※ダイヤカットもあります

削り出し

YB311S-27/290-32 

□カーペット用
YB311C-27/290-32 

YB310S-22-32 

□カーペット用	
YB310C-22-32 

YB311 / 310　ステンレスへアライン	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

精密鋳造

YB651S-27/290-50 

□カーペット用
YB651C-27/290-50 

YB650S-22-50 

□カーペット用	
YB650C-22-50 

YB651/650 ［樹脂封入ステンレス］	　蓄光樹脂	+	ステンレスへアライン　	 暗闇で光り続ける蓄光樹脂を埋め込み、災害時や停電時でも全ての人の安全をサポートできるケアラインです。蓄光タイプ

弊社線鋲は、東京都線状誘導鋲すべり抵抗値 (C.S.R) 測定試験において、安全であるとの評価を取得しました。

精密鋳造とは本体と足金具を一体で成型しており、通常の使用では足金具がはずれる事はありません。
ユニストマー樹脂は耐久性にすぐれ、屋外でも使用できます。

※蓄光タイプは、照明や自然光等の光を一定時間受ける事により	
残光で発光するもので、自発光の製品ではありません。
停電時など突然暗くなった場合には、大きな効果を発揮しますが
光を受けなければ時間とともに発光は減衰します。
屋外では、街灯や月明かりなどの影響を受け視認しにくい	
場合があります。

φ22

ボンド溜り

5

φ22

5

27

精密鋳造

YB641S-27/290-41 
イエロー  

□カーペット用	
YB641C-27/290-41 

イエロー  

YB640S-22-41 
イエロー  

□カーペット用	
YB640C-22-41 

イエロー  

YB641 / 640 ［樹脂はめ込みステンレス］	　樹脂イエロー+ステンレスへアライン　樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。　（ウッドデッキ用のビス止タイプYB641W	¥3,500	YB640W	¥480もあります）	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

PAT.

精密鋳造

YB641S-27/290-43 
ダークグレー  

□カーペット用
YB641C-27/290-43 

ダークグレー  

YB640S-22-43 
ダークグレー  

□カーペット用	
YB640C-22-43 

ダークグレー  

YB641 / 640 ［樹脂はめ込みステンレス］	　樹脂ダークグレー+ステンレスへアライン　樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。　（ウッドデッキ用のビス止タイプYB641W	¥3,500	YB640W	¥480もあります）	 　※L390・L240・L190・L140・L90もできます

精密鋳造

YB641S-27/290-42 
グレー  

□カーペット用
YB641C-27/290-42 

グレー  

YB640S-22-42 
グレー  

□カーペット用	
YB640C-22-42 

グレー  

YB641 / 640 ［樹脂はめ込みステンレス］	　樹脂グレー+ステンレスへアライン　樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。　（ウッドデッキ用のビス止タイプYB641W	¥3,500	YB640W	¥480もあります）	 	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

カーペット用

規 格 製 品

φ
22

※カーペット用警告鋲には	
カーペットキャッチYBC-031（標準）が付属しております。

※カーペット用警告鋲には	
カーペットキャッチYBC-031（標準）が付属しております。

※樹脂製品は製作ロットにより色が若干変わる場合があります。

旧タイプの点字鋲も承ります。また、あらゆるニーズにも対応いたします。



□300㎜用　誘導鋲ケアライン 警告鋲ケアマーク

290

25 120 120 25

5

掲載製品はすべて JIS（日本工業規格）T 9251:2001 に基づき製作しています

精密鋳造

YB711S-27/290-32 

□カーペット用	
YB711C-27/290-32 

YB710S-22-32 

□カーペット用	
YB710C-22-32 

YB711 / 710　ステンレスへアライン	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

精密鋳造

YB771S-27/290-31 

□カーペット用
YB771C-27/290-31 

YB770S-22-31 

□カーペット用	
YB770C-22-31 

YB771 / 770　ステンレスへアライン　ショット仕上

精密鋳造

YB661S-27/290-32 

□カーペット用
YB661C-27/290-32 

YB660S-22-32 

□カーペット用	
YB660C-22-32 

YB661 / 660　ステンレスへアライン

精密鋳造

YB1311S-27/290-16 
ベージュ  受注生産

□カーペット用
YB1311C-27/290-16 

ベージュ  受注生産

YB1310S-22-16 
ベージュ  受注生産

□カーペット用	
YB1310C-22-16 

ベージュ  受注生産

YB1311 / 1310　ステンレスセラミック溶射　※セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。

精密鋳造

YB1311S-27/290-13
ダークグレー  受注生産

□カーペット用
YB1311C-27/290-13

ダークグレー  受注生産

YB1310S-22-13 
ダークグレー  受注生産

□カーペット用	
YB1310C-22-13 
ダークグレー  受注生産

YB1311 / 1310　ステンレスセラミック溶射　※セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し歩行者の転倒防止などの安全性に優れています。

YB121S-27/290-11 
イエロー  

□カーペット用
YB121C-27/290-11 

イエロー  

YB120S-22-11 
イエロー  

□カーペット用	
YB120C-22-11 

イエロー  

YB121 / 120　ユニストマー樹脂　ノンスリップダイヤカット	 イエロー・グレー・ダークグレーが標準色です。　※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります。　※オーダーメイドで別色対応できます。

削り出し

YB961S-27/290-52 YB960S-22-52 

□カーペット用	
YB960C-22-52 

YB961 / 960　ブラス	ヘアライン　※ダイヤカットもあります

削り出し

YB311S-27/290-32 

□カーペット用
YB311C-27/290-32 

YB310S-22-32 

□カーペット用	
YB310C-22-32 

YB311 / 310　ステンレスへアライン	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

精密鋳造

YB651S-27/290-50 

□カーペット用
YB651C-27/290-50 

YB650S-22-50 

□カーペット用	
YB650C-22-50 

YB651/650 ［樹脂封入ステンレス］	　蓄光樹脂	+	ステンレスへアライン　	 暗闇で光り続ける蓄光樹脂を埋め込み、災害時や停電時でも全ての人の安全をサポートできるケアラインです。蓄光タイプ

弊社線鋲は、東京都線状誘導鋲すべり抵抗値 (C.S.R) 測定試験において、安全であるとの評価を取得しました。

精密鋳造とは本体と足金具を一体で成型しており、通常の使用では足金具がはずれる事はありません。
ユニストマー樹脂は耐久性にすぐれ、屋外でも使用できます。

※蓄光タイプは、照明や自然光等の光を一定時間受ける事により	
残光で発光するもので、自発光の製品ではありません。
停電時など突然暗くなった場合には、大きな効果を発揮しますが
光を受けなければ時間とともに発光は減衰します。
屋外では、街灯や月明かりなどの影響を受け視認しにくい	
場合があります。

φ22

ボンド溜り
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φ22
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精密鋳造

YB641S-27/290-41 
イエロー  

□カーペット用	
YB641C-27/290-41 

イエロー  

YB640S-22-41 
イエロー  

□カーペット用	
YB640C-22-41 

イエロー  

YB641 / 640 ［樹脂はめ込みステンレス］	　樹脂イエロー+ステンレスへアライン　樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。　（ウッドデッキ用のビス止タイプYB641W	¥3,500	YB640W	¥480もあります）	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

PAT.

精密鋳造

YB641S-27/290-43 
ダークグレー  

□カーペット用
YB641C-27/290-43 

ダークグレー  

YB640S-22-43 
ダークグレー  

□カーペット用	
YB640C-22-43 

ダークグレー  

YB641 / 640 ［樹脂はめ込みステンレス］	　樹脂ダークグレー+ステンレスへアライン　樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。　（ウッドデッキ用のビス止タイプYB641W	¥3,500	YB640W	¥480もあります）	 　※L390・L240・L190・L140・L90もできます

精密鋳造

YB641S-27/290-42 
グレー  

□カーペット用
YB641C-27/290-42 

グレー  

YB640S-22-42 
グレー  

□カーペット用	
YB640C-22-42 

グレー  

YB641 / 640 ［樹脂はめ込みステンレス］	　樹脂グレー+ステンレスへアライン　樹脂は紫外線により変色する恐れがあります。　（ウッドデッキ用のビス止タイプYB641W	¥3,500	YB640W	¥480もあります）	 	 ※L390・L240・L190・L140・L90もできます

カーペット用

規 格 製 品

φ
22

※カーペット用警告鋲には	
カーペットキャッチYBC-031（標準）が付属しております。

※カーペット用警告鋲には	
カーペットキャッチYBC-031（標準）が付属しております。

※樹脂製品は製作ロットにより色が若干変わる場合があります。

旧タイプの点字鋲も承ります。また、あらゆるニーズにも対応いたします。
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