
[ 室内専用 ]
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受付・待合室に！

通路の衝突防止に！ 患者さんの見守りに！

乗り残し・挟み込み防止に！



院内通路の衝突防止に !!

2011年度受賞

左右用（狭い T 字路や階段の踊り場など、通路の左右を見たい場合）

●利用例

●仕様
タイプ 品番 取付方法 大きさ（㎜） 総重量（g） 厚さ（㎜） 像の大きさ

（曲率半径） 価格（税別） 映る範囲
（ミラーまでの距離が 3mで正面から見た場合）

接着
タイプ

FT22

強力両面
テープ

W220 × H165 170

4.1

180R 相当 ￥28,000

130°

映る範囲：130 度

新発売‼

FT34 W340 × H240 350 280R 相当 ￥38,000

FT46 W460 × H330 680 400R 相当 ￥48,000

FT65 W650 × H485 1,800 600R 相当 ￥98,000

マグネット
タイプ

FT22M

マグネット

W220 × H165 200

3.9

180R 相当 ￥28,000
新発売‼

FT34M W340 × H240 410 280R 相当 ￥38,000

FT46M W460 × H330 800 400R 相当 ￥48,000

FFミラーはフラットなのに視野が広い不思議な鏡 !!

普通の鏡　　　　   　　　　　     凸面ミラー  FFミラー

普通のミラー FF ミラー

こんなに視野が違います

視野
視点 視野視点

視点

出っ張らない

視
野
が

狭い

出っ張らないが、視野は狭い

出っ張る

視野は広いが、出っ張る 出っ張らず、視野が広い

出っ張らない

気をつけなきゃ!

FT46

●材質　ミラー / アクリル
●強力両面テープ、マグネットは裏面に貼付済み

映る範囲：130 度



片側用（L 字路や広い T 字路など、通路の片側を見たい場合）

●利用例

●仕様

人が来る！

FT23A

FT70

タイプ 品番 取付方法 大きさ（㎜） 総重量（g） 厚さ（㎜） 像の大きさ
（曲率半径） 価格（税別） 映る範囲

（ミラーまでの距離が 3mで正面から見た場合）

接着
タイプ

FT23A 強力両面
テープ

W230 × H330 340
4.1

400R 相当 ￥24,000

65°

FT33A W325 × H485 900 600R 相当 ￥49,000

マグネット
タイプ

FT23AM
マグネット

W230 × H330 440
3.9

400R 相当 ￥24,000

FT33AM W325 × H485 1,000 600R 相当 ￥49,000

接着
タイプ FT70 強力両面

テープ W700 × H500 2,000 4.1 1000R 相当 ￥98,000
50°40°

●材質　ミラー / アクリル
●強力両面テープ、マグネットは裏面に貼付済み

  接着タイプを取付できる壁

〇壁紙、コンクリート、ガラス、プラスチック、スチールなど
×次の壁面には設置できません
　砂壁、紙壁（和紙などを使用）、はがれやすい塗装面、凸凹面、フッ素・シリコーン等で処理された壁面
　 取付可能な壁面かどうかわからない場合はご相談ください。（コミーお客様相談室：0120-531-073）

映る範囲：65 度

映る範囲：90 度



エレベータの乗り残し・挟み込み防止に !!

エレベータ三方枠の、目線の高さに貼るだけ！
安全な運行と昇降回数の減少により、省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。

ミラーの曲率半径（R値）
　例えば曲率半径（R 値）が 860R のミラーとは、半径 860㎜の球の
一部で作った凸面ミラーのことです。
　曲率半径が小さいミラーは、出っ張りが大きいので、視野が広くな
ります。逆に曲率半径が大きいミラーは、出っ張りが少ないので視野
は狭くなりますが、像は大きくなります。
　FF ミラー 860R 相当とは、860R の凸面ミラーと像の大きさが同じよ
うに見えることを表しています。曲率半径が大きくなるほど映る像の
大きさは大きくなり、逆に曲率半径が小さくなるほど映る像の大きさ
は小さくなります。

R R

曲率半径が小さいミラー

曲率半径が大きいミラー

拡大図

●材質　ミラー / ポリカーボネート
●取付方法　強力両面テープ（裏面に貼付済み）
※他にもエレベータ用ミラー各種取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

ミラー

三方枠

x200mm

エレベータ

三方枠

200ｍｍ

X

X タイプ 品番

0 ～ 35㎜ Aタイプ FVL16A

36 ～73㎜ Bタイプ FVL16B

74 ～115㎜ Cタイプ FVL16C

115㎜以上 該当なし ー

<FF ミラー三方枠 A・B・C タイプの選び方 >     エレベータの扉から直角に 200㎜離れた時の X を測ってください

品番 大きさ（㎜） 重量（g） 厚さ（㎜） 像の大きさ
（曲率半径） 価格（税別）

FVL16A
W145 × H205 69 2.0 180R 相当 ￥22,000FVL16B

FVL16C



衝突防止や患者さんへの気くばりに

十字路に
品番 大きさ（㎜） 像の大きさ

（曲率半径） 総重量 価格（税別）

LT5 Φ 495 × H225 256R 0.82㎏ ￥34,000

LT7 Φ 690 × H311 359R 1.6㎏ ￥58,000

●材質　ミラー / アクリル　取付金物 / アルミ（シルバー）
●取付方法　天井 / ビス 2 ヶ所
※ LT7 の像の大きさは LT5 の約 1.6 倍です。

T 字路に
品番 大きさ（㎜） 像の大きさ

（曲率半径） 総重量 価格（税別）

L5 W480 × H247 × D160 301R 0.36㎏ ￥26,000

L7 W665 × H340 × D235 414R 0.64㎏ ￥38,000

●材質　ミラー / アクリル　取付金物 / アルミ（グレー）
●取付方法　壁 / ビス１ヶ所

L字路に
品番 大きさ（㎜） 像の大きさ

（曲率半径） 総重量 価格（税別）

LC7 W328 × H279 × D246 359R 0.33㎏ ￥28,000

●材質　ミラー / アクリル　取付金物 / アルミ（グレー）
●取付方法　壁 / ビス 2 ヶ所

角度調整が
必要なところに
品番 大きさ（㎜） 像の大きさ

（曲率半径） 総重量 価格（税別）

SF55 W550 × H275 860R 0.71㎏ ￥22,000

SF68 W680 × H330 860R 0.83㎏ ￥29,800

SF80 W785 × H500 860R 1.2㎏ ￥39,500

SF81 W785 × H500 1500R 1.3㎏ ￥39,500

●材質　ミラー / アクリル　フレキシブルアーム / スチール（白塗装）
●フレキシブルアーム長さ /250㎜
※ SF81 は、SF80 に比べて平らに近いので、画像は 1.5 倍大きく見えます。
　但し、視野は 2/3。



            USER'S REPORT

FF ミラー通路 ラミ

ラミドーム

FF ミラー通路

患者さんとぶつかる心配がなくなりました。ミラーが付いたこ
とで「曲がり角は危険だ」と意識するようになりました。

東京女子医科大学東医療センター 様

ポータブル撮影機を移動したりする時は必ず立ち止まり、ミ
ラーで人が通過し終わるのを確認するようにしています。

東京医科大学病院   放射線部 様

ナースステーションで作業しているときも、ミラーで患者様の
動きが察知できて安心です。

足利赤十字病院 様

目線を意識して設置できるので、職員だけでなく車いすの患者
さんも自然と気づいて役立っています。

東京臨海病院 事務部 施設管理課長 様

コミーの無料貸出制度と半永久無料保証制度

●無料貸出制度
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。

●半永久無料保証制度
コミーは売上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―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。

無料貸出制度
の詳細についてはこちら▶

半永久無料保証制度
の詳細についてはこちら▶



FF ミラー通路 FF ミラー三方枠用

FF ミラー通路

ラミ

特にワゴンを押して配膳する人や、薬剤を運搬する人、
検査を受ける人など、ミラーが安全確保に役立っています。

東京慈恵会医科大学附属青戸病院 様

リハビリ中の人が、スペースをくずすことなく立ち止まらずに歩
行できるようになりました。大変重宝しています。

埼玉協同病院 様

食事の配膳ワゴンと、妊婦さんとの衝突防止に役立つと思いま
す。

　医療法人新横浜母と子の病院 様

納入実績（敬称略）

足利赤十字病院　あいちリハビリテーション病院　板橋中央総合病院　NTT 東日本関東病院　亀田総合病院　川崎市立川崎
病院　関西医科大学附属病院　国立病院機構九州医療センター　杏林大学医学部付属病院　慶應義塾大学病院　国立がん
研究センター　高知大学医学部附属病院　相模原協同病院　下関総合病院　自治医科大学附属病院　相模野病院　佐世保
中央病院　JA 秋田厚生連秋田厚生医療センター　滋賀医科大学附属病院　順天堂大学医学部附属練馬病院　昭和大学病院　
新松戸中央総合病院　新横浜母と子の病院　聖隷浜松病院　聖路加国際病院　聖マリア病院　多摩丘陵病院　千葉大学医
学部附属病院　東海大学医学部付属病院　東京医科大学病院　東京慈恵会医科大学附属病院　東京女子医科大学東医療セ
ンター　東京都健康長寿医療センター　東京大学医学部附属病院　東京高輪病院　東京臨海病院　東京労災病院　獨協医
科大学病院　トヨタ記念病院　東京都立大塚病院　東京都立墨東病院　長崎みなとメディカルセンター市民病院　日本赤十
字社医療センター　八戸市立市民病院　浜松医科大学医学部附属病院　広島市立広島市民病院　広島大学病院　福井大学
医学部附属病院　藤沢湘南台病院　藤田保健衛生大学病院　防衛医科大学校病院　横浜市立大学附属病院　他　　

医療施設内では安全が最優先。また車いすの患者さんを
待ってあげることもでき、バリアフリー効果になっています。

青梅市立総合病院 様



外部の人勤務者

患者さん

モノを運ぶ人

看護師さん・救急隊員さん

）

「病院を行き交う人々」のお役に立ちます

患者さんの歩行移動 車いすの患者さんの補助 移送（ベッド・ストレッチャー） 救急（ストレッチャー・担架）

治療器具ワゴン 配膳ワゴン 検査機器ワゴン 清掃用具ワゴン

点滴スタンドを使用 松葉杖を使用 つり包帯を使用 車いすを使用 補助器具を使用 杖を使用

医療スタッフ 事務スタッフ その他のスタッフ 見舞客 検診受信者 取引業者 見学者

K2210


