
を使った安全対策事例
―オフィスで利用している方の声をまとめました―

以前はぶつからないよう、車いすから体を前に乗り出して左右
を確認していました。今はミラーを見れば、通路の様子がわか
ります。

　日本製鉄株式会社 様

以前は

体を前に出して確認しないと危なかった

目の位置よりも前に
出るのでぶつかりやすい

今は

ミラーで通路の向こうから来る人がわかる！

ぶつかって怪我をしないよう平らな FFミラー通路を設置

通路へ出るときの安全確認のため、出入口にミラーを設置しました。以前は体を前に乗り出して
左右を確認していましたが、今は身を乗り出さなくても通路を人が通るのがわかります。
車いすの目線の高さに合わせて貼ってあるので、自然に視界に入ってきて、ぶつかりそうになる
ことがまったくなくなりました。

日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所
ブリキ部 ブリキ工場 精整検査課 様

FFミラー通路（片側用）
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そのまま進んで
大丈夫。 人が来る。

気をつけよう!!

曲がり角が続く細い通路も、安心して通れるようになりました。
誰か来れば、ミラーでわかります！

　株式会社味の素コミュニケーションズ 様

社内には、通路がクランクになっていて、見通しの悪いところがあります。以前はぶつからない
か心配で、覗き込んで人が来ないか確認してから通るなどしていました。
ミラー（FFミラー通路）を付けてからは、覗き込まなくても「誰か来る」とわかります。ミラー
があると安心感が全然違います。

株式会社味の素コミュニケーションズ
人事業務部 3グループ 様

FFミラー通路（左右用）
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このミラーは、とてもいいですね。
階段を降りながら、通路の向こうから来る人を確認できます。

　旭化成株式会社 様

出っ張らず目の高さに付けられるミラー !!
「ぶつかりそうになった」という声を聞かなくなりました。

　オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 様

仕事で 1階と 2階を行き来すること
が多いのですが、階段を降りたとこ
ろで通路の向こうから来る人とぶつ
かりそうになり、ヒヤリとすること
が度々ありました。安全担当の部署
へ相談したところ、ミラーで対策を
してくれました。
このミラーは、階段から通路の向こ
うを確認できますし、また通路から
も階段の上から来る人を確認できる
ので、とてもいいです。

旭化成株式会社
川崎製造所 様

オフィス内に、台車がよく通る場所がありま
す。倉庫の出入口付近や、荷物用エレベー
タの前などです。「台車とぶつかりそうで危
ない」という声が挙がっていたので、ミラー
で安全対策をすることになりました。
出っ張らず、目の高さに付けられる FFミラー
を選びました。安全確認を強く意識してい
なくても、ミラーに映るものが自然と目に入
り、人の気配を感じて気をつけることができ
ます。ミラーを付けてからはぶつかりそうに
なったという声を聞かなくなりました。

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
MRI事業部 様

FFミラー通路（左右用）

FFミラー通路（左右用）
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都内 5か所に分散していた社員約 5300人
が集結した新本社ビル（2011年竣工）

より安全なワークプレイスに！
視認性に優れた FFミラーを新本社プロジェクトで全面採用。

　株式会社日本 HP 様

●今までヒヤッとしてばかりいた曲がり角に、私達の目の高さに合わせてミラーが設置されまし
た。とても見やすく、これでいつも安心して通れるようになりました。

●人が来るのがミラーに映ると、止まって気を付ける習慣がつきました。
●エレベータに乗ろうとすると、中にいる人がミラーに映る車イスの私を見て、親切に待ってく
れています。うれしい。

株式会社日本 HP
車いす利用者の皆様

オフィスプランニングの際には、常に EHS&S（環境・衛生・安全セキュリティ）を念頭に置いており、
安全性に関しては、衝突防止が重要項目の一つとなっています。
弊社では、2005年から FFミラーを導入しており、既にその有効性を十分に確認しています。FF
ミラーのメリットは、目の高さへの設置が容易な点で、これにより死角に存在する人・物体が意
識することなく視野に入ってきます。また、薄く小さいためインテリアデザインへの影響が小さく、
取付けが大変簡単です。
新本社プロジェクトにおいても FFミラーを全面的に採用しました。

株式会社日本 HP 様

FFミラー通路（左右用） FFミラー通路（片側用）

FFミラーかご用
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出会い頭にお茶をこぼす危険がなくなりました。

　株式会社 JSP 様

エレベータホールからオフィスにつながる通路が「ぶつかりそうで危ない」という社員からの声。
給茶機の近くでも、出会い頭でぶつかりそうになって、お茶をこぼしてしまうことも。ミラー設
置後はそういう心配はなくなりました。
マグネット仕様にしたので簡単に移動や取り外し・取り付けできるのがいいですね。

株式会社 JSP　総務人事本部 総務部
総務グループ長 様

安全環境整備の取り組みとして、社内で危険個所の確認をしています。荷物を通路に放置しない
など普段から気を付けていて、社員の安全に対する意識はとても高いです。ミラーを設置したのも、
社員からの声がきっかけでした。
ミラーを付ける前は、実際に出入口付近の T字路で人とぶつかりそうになり、怖い思いをしたと
いう社員もいたのですが、ミラーを設置したことで衝突の心配がなくなり、安心して歩くことが
できています。

王子製紙株式会社 様 

安全環境整備に一役！　衝突の不安がなくなりました。

　王子製紙株式会社 様

ロ
ッ
カ
ー

ロ
ッ
カ
ー

W.C.

ミラー

出入口

ミラー
ミラー

FFミラー通路（左右用）FFミラー通路（片側用）

FFミラー通路（片側用）
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オフィス内に合計 60台のミラーを設置しました。
社員が生き生きと働ける会社、
学生さんが「こんなところで働きたい」と思う会社にするため
には、安全・安心な環境を整備することが不可欠です。

　 SMBCグリーンサービス株式会社 様（三井住友銀行グループ 特例子会社）

設置例 1 更衣室などの出入口

更衣室の出入口前に設置したミラー。車いすの社員の目線に合わせ、床から1m ほどの高さに設置。
マグネットで付いているので高さ調整が容易。

FFミラー通路（左右用）

設置例 2 ワークスペース内の通路

ミラーを見れば、パーテーションの向こうから来る人が一目でわかる。

高さ
約1m

FFミラー通路（左右用）

ラミドーム
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設置例 3 エレベータ

エレベータの乗り残し・挟み込みを防止するためのミラー。Ⓐはかごの中に設置してあり、Ⓑは
エレベータの外側の三方枠に設置してある。Ⓑは車いすの社員の目線に合わせて低い位置に設置。

Ⓐ：FFミラーかご用  Ⓑ：FFミラー三方枠用

A
B

A

B

この本社ビルの新築計画時に、衝突防止用のミラーの配置を検討しました。無料貸出制度を利用し、社員
の動線に沿って適切なミラーを選んでいきました。
オフィスを安全・安心な環境に整備することで、はじめて貴重な戦力であ
る人材を雇用し生かすことができると思います。ミラーは大変重宝してい
ます。

SMBC グリーンサービス株式会社
千葉業務部 様

設置例 4 トイレや給湯室、休憩室への動線

トイレや給湯室、休憩室など、社員が移動する経路に沿ってミラーを設置。

ラミドーム

高さ
約1m

FFミラー通路（左右用）
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　ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 様

設置例 1 女子トイレ前

ちょうど女性トイレ前の衝突防止を検討していたところ
『FFミラー気配』を知りました。ハッキリ映らないおかげで、
課題解決ができました！

危険箇所の一つとして声が挙がっていた女性トイレ前への設置判断には、ハッキリと映るミラーを付けたら嫌
がる人がいるかもしれないという迷いがありました。しかし、コンパクトサイズながら広範囲が映り、死角か
ら出て来る人の気配を確認できるぼかしタイプの『FFミラー気配』が課題解決に最適でした。

FFミラー気配

「廊下を歩行中に事務所から出て来る人とぶつかりそうになることがあります･･･」
このような声が多くなり、安全衛生委員会でオフィス内の衝突事故防止策の検討を始めました。危険
箇所への死角確認用ミラーの設置が有効では？との意見が出たので、取引先に衝突防止に有効な鏡
がないか、複数の会社に提案を求めたところ、いずれからもコミー製のミラーを紹介されました。
危険箇所の一つとして声が挙がっていた女性トイレ前への設置判断には、ハッキリと映るミラーを付
けたら嫌がる人がいるかもしれないという迷いがありました。しかし、コンパクトサイズながら広範囲
が映り、死角から出て来る人の気配を確認できる、ぼかしタイプの『FFミラー気配』が課題解決に
最適でした。
無料貸出制度を活用し3種類のミラーを複数箇所にトライアル設置したところ、設置を想定していた
箇所での見え方の確認、設置時のオフィス内の雰囲気も併せて確認することができ、各所に最適な
製品を選択することができました。

ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社
管理本部 総務部 様
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設置例 2 廊下の危険個所

ラミ

エレベータホール付近や、廊下の危険個所に『ラミ』を 8台設置しました。市販のフックや石膏ボード用の釘
などを使って簡単に設置できました。軽量なのがいいですね。

設置例 3 食堂付近の曲がり角に

FFミラー通路（片側用）

食堂付近の曲がり角に、『FFミラー通路』を設置しました。目線の高さなので、飲み物など何か手に持っ
て歩いていても自然とミラーに視線が向き、不用意なオフィス内での衝突が防止できるものと期待してい
ます。
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　川口市役所 様

スーパーオーバル

電話の取次業務がとてもスムーズになりました。

窓口と執務室の間に壁があり、お互いの在籍確認は移動や声かけをしないとわかりませんでした。
窓口で取った電話を執務室に取り次いだり、また逆に執務室で取った電話を窓口に取り次ぐ場合にミ
ラーがあるとお互いの姿が見えるので声かけや移動をすることなく取り次ぎすることができ、業務が
とてもスムーズになりました。

川口市役所 様

　ふじみ野市役所 様

懸案になっていた危険個所。
コミーのミラーで「危ない !!」がなくなりました。

この場所は、階段の利用者から通路が死角になっているため、出会い頭の衝突が起こりやすい懸案
箇所でした。通路の先には保育課や子育て支援課があり、こども連れの来庁者が多く訪れます。
以前は、通路を走るこどもと階段を上ってきた来庁者が衝突しそうになり「ヒヤッ」とする場面が度々
見受けられました。ミラーをつけた後は、そういったこどもに周りの大人が気付いて衝突を回避でき
ています。こども自身はミラーを見ていませんが、来庁者からの「危ない !!」の声はなくなりました。
ミラーの下につけた注意を促すプレートも、衝突防止に一役買っています。

ふじみ野市役所
総務部 資産管理課 様

ラミ
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　川口市役所 鳩ケ谷庁舎 様

衝突防止に役立っています。ぼかしタイプはプライバシーに配
慮がされていて、女性にも好評です。
ミラーを設置してからは、職場の利用者より「衝突の危険を感じることが無くなった」との声が寄せ
られています。
ぼかしのあるミラーは、顔が映りすぎることが無いため、プライバシーも配慮され、人が近づいてき
たことだけが見えるので女性にも好評です。

川口市建設部建設管理課庶務係
庁舎管理担当者 様

FFミラー気配

　株式会社オプトライン 様

扉を開けた状態で目の前のミラーを見るだけで、通路の安全確
認ができるので便利になりました。
トイレ出入口の扉を開けて外に出る時に前の通路を歩く人とぶつかりそうになり、ヒヤッとしたこと
がありました。扉を開けるとトイレの中が見えてしまうので、ぼかし加工がされている『FFミラー気配
（FR27B）』を設置しました。扉が重いので開けた状態で目の前のミラーを見るだけで、通路の安全
確認ができるので便利になりました。

株式会社オプトライン 様

FFミラー気配
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無料貸出制度とは、商品を購入する前に、現場でミラーに映る像の大きさや見える範囲を確認するための制度です。

無料貸出制度

> > > >

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

フォームから申込

貸出規約をお読みいた
だき、HPのフォームか
ら必要事項をご入力の
上、送信してください。

弊社からご連絡

現場のことを知ってい
る方とお話して、使用
環境を確認させていた
だきます。

弊社からFAXを送信

ご確認のため、出荷日
と結果の連絡期日を
FAXします。

商品の出荷

FAXで連絡しました出
荷日に、商品を出荷し
ます。

貸出結果のご連絡

期日までに、商品の貸
出結果（買上か返却か）
をご連絡ください。

貸出制度の詳細・お申込み方法
についてはHPをご覧ください。

半永久無料保証制度
コミーは売上げの拡大よりも信頼の喜びを大切に考えています。
そのため、全てのコミーミラーの経年劣化や破損に対して、半永久の品質保証体制をとっています。 

●経年劣化（主に屋外用 FFミラー）に対する対応
屋外で使用されるプラスチック製品と同様、屋外で使用するコミーミラーは、紫外線の影響で経年劣化は避けられませんが、
劣化が進み見えにくくなってきた場合には、無料の「補修用ミラー」をお申し込みください。お客様ご自身で上から貼っ
ていただくことで機能を回復します。

●破損（主に凸面ミラー）に対する対応
お客様のミスによる破損でも無料で交換しています。往復の送料のみご負担ください。

●上記以外の対応
室内用のミラーの劣化や、屋外用ミラーが短期間（5年未満）で著しく劣化した場合には、欠陥の疑いがありますので、
使用環境や状態によっては、回収交換の上、原因を究明させていただきます。

※下記のような場合は、対応が限定もしくは不可となる可能性があります。ご容赦ください。
・室内用の商品を屋外に設置している場合
・移設できない商品（強力両面テープや接着剤で固定したもの）を剥がした際の破損の場合
・ビス止めの商品を振動の伝わる車両などに使用している場合
・改造している場合
・故意による破損（第三者によるいたずらなど）の場合
・取扱説明書の「注意」項目を守らなかった場合


