Handy Signal（Plate Type）
ハンディシグナル
（プレートタイプ）
ハンディシグナル（プレー
トタイプ）
●
●
●
●

スライドストッパー機能付きのため、縦・横どちらでもご使用できます。
Can be used either horizontally or vertically because of the slide stopper function.

Aluminum
材質
Product ：
No.アルミニウム
品番 Material
： FHSA-90×8
Finish
表面仕上
：FA（ファインアルマイ
Aluminum ト）(Anodized Aluminum)
材質 Material
： アルミニウム

CR（クロームメ
ッキ ※カバーのみ
本体はFA仕上げ）(Chrome Plated ※Cover only. Body:FA)
表面仕上 Finish：FA
（ファインアルマイ
ト）(Anodized Aluminum)

90

カバー Cover
カバー Cover

フィッティングルームの在空表示手動タイプ

90(3.54")

Prosper
Handy Signal

(Chrome Plated ※Cover only. Body:FA)
CR（クロームメ
ッキ、強力両面テープ、
※カバーのみ 本体はFA仕上げ）
付属品 Accessories
: シール
（赤）
M3×16皿タッピングビス×2ケ付き
(Red),
Strong
double-sided adhesive
tape, M3×16
Countersunk tapping screw × 2 pc.
付属品 Accessories : Label
シール
（赤）
、強力両面テープ、
M3×16皿タ
ッピングビス×2ケ付き
Label (Red), Strong double-sided adhesive
tape, M3×16 Countersunk
※シールは別注色対応が可能です。
お問い合わせく
ださい。 tapping screw × 2 pc.
A different color label can be customお問い合わせく
ordered. Contact
us for custom colors and pricing.
※
※シールは別注色対応が可能です。
ださい。
different color label can be custom ordered. Contact us for custom colors and pricing.
※ A60
60(2.36")
8
8
35
本体 Body
(0.31")
35
本体 Body
(1.38")

ビス止め・強力両面テープどちらでも取付ができます。
・強力両面テープど
でも取付ができ
Can ビス止め
be mounted
either with screws ち
orら
strong
double-sidedます。
adhesive tape.

Can be mounted either with screws or strong double-sided adhesive tape.

□ビス止め固定
□ビス止め固定

ビス固定用皿穴
Countersink
for screw
ビス固定用皿穴

縦横どちらでも使用可能なシグナル。

□両面テープ止め固定
□両面テープ止め固定

1.裏面に両面テープを貼付け、壁面に固定します。
1.付属ビスで壁面（建具）
に固定します。
2.付属シールを貼付けします。
2.付属シールを貼付けします。
1.裏面に両面テープを貼付け、壁面に固定します。
1.付属ビスで壁面（建具）
に固定します。
2.付属シールを貼付け
します。
2.付属シールを貼付け
します。
Installing
with screws
Installing
with double-sided
adhesive tape
1. Install to the wall (joinery) with the supplied screws.
1. Attach the double-sided tape on the back and secure it
Installing with screws
Installing with double-sided adhesive tape
2. Aﬃx the included label.
to the wall (joinery).
1. Install to the wall (joinery) with the supplied screws.
1. Attach the double-sided tape on the back and secure it
2. Aﬃx the included label.
2. Aﬃx the included label.
to the wall (joinery).
2. Aﬃx the included label.

Countersink for screw

A manual signal that can be used either vertically or horizontally
to display “Room/Vacancy” indication of the fitting room.

FHSA
FA/CR
FHSA-90×8-60-FA
FHSA-90×8-60-FA
FHSA-90×8-60-CR
FHSA-90×8-60-CR

グラディア

Handy Signal（Bar Type）
ハンディシグナル
（バータイプ）
ハンディシグナル（バータイプ）
●
●
●
●

スライドストッパー機能付きのため、縦・横どちらでもご使用できます。
Can be used either horizontally or vertically because of the slide stopper function.

Aluminum
材質
Product ：
No.アルミニウム
品番 Material
： FHSA-18×16
Finish
表面仕上
：FA（ファインアルマイ
Aluminum ト）(Anodized Aluminum)
材質 Material
： アルミニウム

CR（クロームメ
ッキ ※カバーのみ
本体はFA仕上げ）(Chrome Plated ※Cover only. Body:FA)
表面仕上 Finish：FA
（ファインアルマイ
ト）(Anodized Aluminum)

(Chrome Plated
CR（クロームメ
ッキ、強力両面テープ、
※カバーのみ 本体はFA仕上げ）
※Cover only. Body:FA)
付属品 Accessories
: シール
（赤）
M3×25皿タッピングビス×
×2ケ付き
(Red),
Strong
double-sided adhesive
tape, M3×25
Countersunk tapping screw × 2 pc.
付属品 Accessories : Label
シール
（赤）
、強力両面テープ、
M3×25皿タ
ッピングビス×2ケ付き
Label (Red), Strong double-sided adhesive
tape, M3×25 Countersunk
※シールは別注色対応が可能です。
お問い合わせく
ださい。 tapping screw × 2 pc.
A different color label can be customお問い合わせく
ordered. Contact
us for custom colors and pricing.
※
※シールは別注色対応が可能です。
ださい。
※ A different color label can be custom ordered. Contact us for custom colors and pricing.

カバー Cover
カバー Cover
本体 Body
本体 Body

Can be mounted either with screws or strong double-sided adhesive tape.

□ビス止め固定
1.付属ビスで壁面（建具）
に固定します。
□ビス止め固定
2.付属シールを貼付けします。

ビス固定用皿穴 Countersink for screw
ビス固定用皿穴 Countersink for screw

18.5
18.5(0.73")

80
80(3.15")

1.付属ビスで壁面（建具）
に固定します。
2.付属シールを貼付け
Installing
with します。
screws

1. Install to the wall (joinery) with the supplied screws.
Installing
with screws
2.
the
1. Aﬃx
Install
toincluded
the wall label.
(joinery) with the supplied screws.
2. Aﬃx the included label.

□両面テープ止め固定
1.裏面に両面テープを貼付け、壁面に固定します。
□両面テープ止め固定

2.付属シールを貼付け
します。 壁面に固定します。
1.裏面に両面テープを貼付け、

2.付属シールを貼付け
Installing
with します。
double-sided adhesive tape
1. Attach the double-sided
tape on the back
and secure tape
it to
Installing
with double-sided
adhesive
the wall (joinery).
1. Attach the double-sided tape on the back and secure it to
2. the
Aﬃxwall
the (joinery).
included label.

Handy Signal

Handy Signal

16.5
16.5
(0.65")

ビス止め・強力両面テープどちらでも取付けができます。
ビス止め
・強力両面テープど
ちらで
ます。
Can be mounted
either with screws
orも取付けができ
strong double-sided
adhesive tape.

150
150(5.91")

2. Aﬃx the included label.

FHSA
FA/CR
FHSA-18×16-150-FA
FHSA-18×16-150-FA
FHSA-18×16-150-CR
FHSA-18×16-150-CR
） the part number）
Finish Sample（品番の後ろに仕上げをご指定ください。
Please
specify
finish
behind
仕上げサンプル
Please specify the finish
behind
thethe
part
number
仕上げ Finish（品番の後ろに仕上げをご指定ください。

HL（ステンレスヘアーライン）
（ステンレスヘアーライン）
Stainless Hairline

393

（クロームメッキ）
CR
ァインアルマイト）
FA（フ

CR（クロームメッキ）

Chrome
AnodizedPlated
Aluminum

Chrome Plated

394

