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 ★ 申込用紙 ―――――――――――――――――――――――――――――――４２
土砂災害の警戒避難の注意喚起や

土砂災害防止月間の周知にご活用ください。
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 る土砂災害防止月間れを告知すぜキャンペーンススターｒす｠

 サイらｚＡ１判ｓ※＊判ｙ＊種類あせます｠

※主催欄ｚ‒る国土交通省・都道府県れｙ共通版ｓｕせます｠

※オテジナデ名入れ印刷可能です。( 別料金 )

※＠つ折配送ｒＯ送せいたします｠

】へ平置Ｒ配送をＹ希望ｙ場合ｚ別料金ｓｕせますほ

オモテ面 ウラ面

※＊＃＊＃年度版

土砂災害発生状況や前兆現象‒警戒避難ｖ

関すぜ情報等を掲載したチラシｒす｠

土砂災害ｖ関すぜ基礎知識や警戒避難ｙ事例を

わＰせやすく豊富ｕ情報量ｒ構成した

タブロイド誌ｒす｠

※＊＃＊＃年度版

ご活用例

土砂災害へｙ警戒避難意識向上ｙ

ためｕｔ‒地域住民へ配付

ご活用例

駅‒学校‒公民館‒そｙ他公共施設等

へｙ掲出ｖよぜキャンペーン告知ｖ

ご活用例

土砂災害へｙ警戒避難意識向上ｖ‒

住民説明会ｙ資料ｓしｑ

＆＃＆

＆＃＊

ポスターへA1ほ

ポスターへど〉ほ

1 セット：100 枚　\17こ600 ＠176価格へ税込ほ

1 セット：100 枚　\14こ300 ＠143価格へ税込ほ

※＊＃＊＃年度版

＆＃＠ チラシへA4 判・カラーほ 1 セット：500 枚　\3こた50 ＠7.7価格へ税込ほ

＆＃§ 砂防ニュースゆタブロイゥ判 た頁よ

1 セット：50 個　\〉7こ500 ＠550価格へ税込ほ

土砂災害の警戒避難基準は雨量で決められます！

空いたペットジトルｖ差し込つｒ使う簡易雨量測定器ｒす｠

簡易雨量測定器

※ペットボトルは付属していません。

＊＃＊

＊＃㎜まｒｙ雨量を大Ｒく拡大しｑ表示すぜ

構造ｖｕっｑいぜため‒即時ｖ雨量を計測す

ぜこｓＱｒＲます｠自主避難を助けぜ防災んー

ルｓしｑ‒土砂災害へｙ注意を喚起すぜ啓発

用品ｓしｑ‒また小・中学生向けｙ防災学

習んールｓしｑＹ活用くｋさい｠

広報啓発

グッズ

カタログ

Pﾐｽliｾiﾏy ｼﾉｿ ﾀｿﾐｾｼﾏiﾊﾉｼl gﾊﾊｿﾎ ｾｼﾏｼlﾊg

※予告ｕしｖ仕様Ｑ変更ｓｕぜ場合ＱＹａいます。

　当カタログｖ記載の情報ｓ現物ｖ相違Ｑあぜ場合ｚ‒

　現物優先ｓさせｑいたｋＲますのｒＹ容赦くｋさい。

■沖縄県・離島ｚ別途見積ｓｕぜ場合ＱＹａいます。

■梱包・発送料ｚ消費税(＆＃％ほを申し受けます。

悗梱包 ・ 発送料捩

販売中止

※ＨＰｖ最新版カタログを掲載しｑおります。

へ税抜 \16こ000 ＠160ほ

へ税抜 \13こ000 ＠130ほ

へ税抜 \3こ500 ＠7ほ

へ税抜 \〉5こ000 ＠500ほ
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普通サイズと小さいサイズが 2 枚ずつ計４枚入っています。

パッケージの裏面に、“土砂災害時の心がけ”が、イラスト

入りで印刷されています。

非常用品として、またレジャーや旅行時携帯用に最適です。

サイズ：90× 70mm

救急絆創膏

オモテ面には、土砂災害イラストとキャンペーンロゴが

印刷されています。

サイズ：95×63×20mm

個別包装：PP ケース入

トランプ

２０６
1セット：100 個　\6,600 ＠66

２０７
1セット：10 個　\3,850 ＠385

黒・赤・青の３色インクのボールペンです。

ボールペン本体にキャンペーンロゴが印刷されています。

本体色：ピンク、ブルー　※色の指定はできません。

サイズ（長さ）：143mm

材質：ABS 樹脂

個別包装：PP 袋入り

デスクに、ご家庭に、一冊あると何かと便利な 50 枚綴りの

メモ帳です。

幅広い層への配布品としてご活用ください。

サイズ：148×105×5mm

２０５ メモ帳 1セット：50 冊　\5,500　＠110価格（税込）

価格（税込）

価格（税込）

２０４ ３色ボールペン 1セット：50 本　\8,250　＠165価格（税込）

\1,650 ＠165

在庫処分

２０１
砂防副読本
（Ａ4判・40 頁予定・カラー）

1冊　\550価格（税込）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

土砂災害が多い日本

 日本にはなぜ土砂災害が多いの？

 土砂災害はどのくらい起きているの？

 豪雨と土砂災害

 地震と土砂災害

土石流災害

地すべり災害

がけ崩れ災害

火山災害

雪崩災害

河道閉塞（天然ダム）

深層崩壊

土砂災害を防ぐ施設

防災情報を手に入れよう

注意報や警報、避難情報の意味を知ろう

避難のしかたを身につけよう

 ・土砂災害から命をまもるためのチェックリスト

 ・「いざ、避難！」に備える

 ・土砂災害防災標語集

映像集

◇ホームページに『電子ブック版』を掲載して

　おりますので、内容を閲覧いただけます。

もくじ

202１年改訂版202１年改訂版202１年改訂版

地区防災・防災教育の補助教材に

小学校５年生から大人までを対象に、土砂災害と砂防について理解してもらう

ことを目的として作成した副読本です。土砂災害の入門のために必要不可欠な

ことがらをわかりやすく説明しています。

スマートフォン等の端末機器を使って見ることができる『動画』機能付です。

（税抜 \7,500 ＠150）

（税抜 \5,000 ＠100）

（税抜 \6,000 ＠60）

（税抜 \1,500 ＠150）

（税抜 \500）

※表紙はイメージです
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\3こ6だ6 ＠77
在庫処分価格へ税込ほ

1セット:4た本 \5こ〉た0 ＠110

価格へ税込ほ

価格へ税込ほ

よイッゐを押すｓ L｠‾ ライトＱ点灯すぜボールペンｒす。

低学年のぐｕずｅ幅広く配布ｒＲぜ商品ｒす。

ボールペン本体にキャンペーンドゃＱ印刷Ｚれています。

本体色：パーコル‒みテーン‒ブルー‒ピンク‒イエドー】※色の指定はｒＲません。

やイらへ長Ｚほ：klqmm

材】質：樹脂

個別包装：PP 袋入

水に浸すｓ大Ｒく広Ｑせます。タオル本体に

キャンペーンドゃＱ印刷Ｚれています。

タオルは災害時に幅広く活用ｒＲます。

圧縮サイズ：95×65×12mm

タオルサイズ：340×850mm　

個別包装：PP 袋入

Ｌ←Ｄライトペン

プトスタオル

安眠セット

アイズよクへ１枚ほｓ耳栓へ＊個１組ほのりットｒす。

災害Ｑ発生したせ避難勧告・指示等Ｑ発せずれた時に‒

避難所等ｒ睡眠をｓぜ際に役立ちます。

やイら：アイズよク】190×90mm

材】質：アイズよクi ステエよテル

】】】】耳栓 i ステウトタン

＊＆＊
1 セット：10 個　\3こ0た0 ＠30た

＊＃●
1 セット：50 本　\13こ750　＠〉75

＊＃９
1 セット：10 個　\4こ1た0 ＠41た

価格へ税込ほ

※タオル本体印刷イメーょ

在庫処分

在庫処分

\1こ650 ＠165

\1こ3〉0 ＠13〉

価格へ税込ほ
＊＆☆ ふせん

1 セット：50 個　\5こ500　＠110

価格へ税込ほ
＊＆★ Ｌ←Ｄライト＆ホイッスル 1セット:〉5個　\だこ075 ＠363

パッケーょの表面にひ土砂災害防止月間ふドゃ‒裏面に

ひ土砂災害時の心Ｑけふをイラよト入せｒ印刷Ｚれています。

ふせん本体にもドゃ入せ。

ぺガーやイら：oo×qrmm

ふせん紙やイら：lo×qomm‒lj 枚

個別包装：PP 袋入せ

緊急時や災害ｕｔのいａｓいう時に役立ちます。

高輝度白色Ｌ←Ｄ使用ｒ明ぜＺ抜群！

ぺラクウ付Ｒｒ携帯にも便利ｒす。

Ｌ←Ｄライトにひ土砂災害防止月間ふドゃＱ‒印刷Ｚれています。

やイら：ライト 約φkm×pjmm‒笛 約φs×nomm

ぺラー：トッゥ‒ブルー‒みテーン ※色の指定はｒＲません。

電池：ボタン電池 ×n 個使用 b テよト電池内蔵 c 

個別包装：化粧箱へ約 no×rj×lommほ入せ

\4こ400 ＠176
在庫処分

ほラよ‒金属‒コラよゐックｕｔに自由に

描けぜ特殊芯を使ｎています。

水に濡れてもメッりーょＱ消えません。

紙芯ｕのｒ‒鉛筆削せ等は必要あせません。

※kりット：赤lわーよbln本ほ‒紺lわーよbln本ほ】計nr本へ１わーよｅｏ箱入ほ

水を使わｅに‒既存のトイト等ｒ安心・安全にトイト処理Ｑ

ｒＲぜ非常用トイトりットｒす。使い方も簡単ｒ‒抗菌性

凝固剤にすｎて‒汚物を素早く固げて臭いを閉ｃ込げ‒

後は可燃Ｙぐｓして簡単に処分ｒＲます。

やイら：約Wknj×‾ro×Homm

内容物：抗菌性凝固剤へqgほ：k袋 へ皮膚刺激性試験・経口毒性試験済ほ

】】】  排便袋へP｠製黒ほ：k袋

裏面

価格へ税込ほ
携帯トイト＊＆９

＊＆● 防災ペンへ赤・紺ほ

在庫処分
1セット:〉5個 \4こ1〉5　＠165 \1こ375 ＠55

み

ん

な

で

防

ご

う

土

砂

災

害

　

土

砂

災

害

防

止

月

間

6
┖
┘
→

3
┗

み

ん

な

で

防

ご

う
土

砂

災

害

　
土

砂

災

害

防

止

月

間

6
┖
┘
→

3
┗

価格へ税込ほ
折りたたみアルミボトル＊＊＃

折せたたぐ式ｒ場所をｓずｕいのｒ‒持ち運びや防災商品

ｓして最適ｒす。ぺラクウ付Ｒｒ‒らボンやテュック等にも

下Ｗずれます。本体にキャンペーンドゃＱ印刷Ｚれています。

やイら：容量ojj‡†‒WkljｘHlqjｘ‾mjm‡ 

ぺラー：トッゥ‒ブルー‒ブラック】※色の指定はｒＲません。

材質：本体】P｠T・AL・PA・P｠‒ぺラクウ】アルミ
折りたたみ時

在庫処分
1セット:〉5個　\だこだ00　＠3だ6 \4こだ50 ＠1だた

へ税抜 \1〉こ500 ＠〉50ほ

へ税抜 \5こ000 ＠100ほ

へ税抜 \1こ500 ＠150ほ

へ税抜 \4こ000 ＠160ほ

へ税抜 \3こ360 ＠70ほ

へ税抜 \1こ〉50 ＠50ほ

へ税抜 \4こ500 ＠1た0ほ

へ税抜 \1こ〉00 ＠1〉0ほ
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※表示価格┏ﾎ完全データ支給┎価格┇すﾏ

ﾍ完全データ支給┈┏ﾎアドビ イラストレーター┎テンプレート┇作成し〞印刷用データ┎バ┈┇すﾏ

※ワード等┇作成ビれ〞データ┎場合┏ﾎ別途ジ見積┪┇印刷用データ┲作成い〞しますﾏ

ﾍデザインズ┩データ作成ま┇必要な場合┏ﾎパ相談く─ビいﾏ

※受注生産┈な┪ます┎┇ﾎパ注文後┎キャンセル┏┇きませ┳ﾏ

スズホ防滴ポーチ

ケーよに入れたまま画面操作Ｑ可能！

わブルょッパー仕様のぺラケル防滴スーゐ

ｒす。降雨時の避難の際にもよズホＱ使え

ます。裏面に氏名や血液型‒緊急時の連絡

先の記入欄Ｑあせます。

やイら：約 Hlkj×Wkjj mm

ぺラー：イエドー‒オトンょ‒ピンク‒ブルー

】】】】】】】】】】】】】】※色の指定はｒＲません。

価格へ税込ほ

＊＊＊
在庫処分

1セット:〉5個　\7こ150　＠〉た6 \〉こ750 ＠110

裏面

＊＊★ 1セット：500枚　\6〉こ700 ＠1〉5価格へ税込ほ

初夏Ｐず残暑ｖＰけｑｙイベントｖ最適｠

開催イベントｙ内容ｖ合わせｑ‒表裏ｓこオテジナルデゅインｙ

うｌわを作成ｒＲます｠

仕】様：ステうちわ

やイら：うちわ面 lnm×kpnmm】柄長 krkmm

納期：ィータ完成後約 l 週間

受注生産品 オテょナルうちわ

受注生産品 写真やイラストｒオテょナルのグッらを作成します。

※ojj枚以外をＹ要望の場合はお問い合わせくｋＺい。此デ孜イン例頃

＊＊７ 1セット：500枚　\61こ600 ＠1〉3価格へ税込ほ

イベントや講演会等ｒ配布資料ｓｓこｖ配ぜこｓＱｒＲ‒そｙ後こ

長くＹ利用いたｋけぜＡ４サイらｙまテアフばイルｒす｠

やイら：約Wllj×Hmkj×厚j.lmm

材質・仕様：ステコドピトン‒全面ケルぺラー印刷可能

納期：ィータ完成後l週間

受注生産品 オテょナルA4クテアフばイル

＊＊● 1セット：〉00個～ \たたこ000 ＠440価格へ税込ほ受注生産品 オテょナルエコバッグ

此デ孜イン例頃

此デ孜イン例頃

此カラー頃

価格へ税込ほ

写真やイラよトｕｔｒ‒オテょウルィゅインのスケットテひッシュを

作成ｒＲます。ぺラー印刷したラベルを‒テひッシュ取せ出し口反対

側の面に中封入してあせます。

やイら：klj×rjmm‒p 枚入せ

納期：ィータ完成後約 k 週間

＊＊☆ 1セット：500個～　\33こ000 ＠66受注生産品 オテょナルポむットテひッシュ

※ojj個以外をＹ要望の場合はお問い合わせくｋＺい。
此デ孜イン例頃

土砂災害防止月間 ６/⌇ ３〰

早めの避難で
命を守る

わが家の防災ソゾ
家族の避難所

　埞癮避飫所皕𤩍広い場所疰多い癮で𤩍家族疰ばらばらに避飫す矞場合に備え瘳𤩍

具体的𤺋集合場所膅た㿉えば校庭𤺋ら瓖鉄棒癮前瓘𤺋癁䐢を決𥇍瘳疢疷ましょう璒

家族の連絡先

　 家族疰頹矟ば𤺋矟に𤺋った㿉疷𤩍疢た疰い癮居場所を知らせ矞た𥇍癮連絡先で

す璒大疷𤺋災害で皕𤩍地区全体疰被害を受け矞こ㿉睘あ矞た𥇍𤩍連絡先皕家癮近く

㿉頹矟た場所癮𦣪㽷所以上決𥇍瘳疢疷ましょう璒

　 また𤩍電話会社𤺋癁疰運営す矞瓖災害用伝言ダイヤル瓘や瓖災害用伝言板瓘𤺋癁

睘𤩍い矤い矤種類疰あ矞癮で𤩍癁矟を使う㽷決𥇍瘳疢疷ましょう璒

埞

埰

ハザードマップに記さ矟た

避飫所

集合場所

埞癮避飫所までいけ𤺋い㿉

疷に避飫す矞場所

埞

埰

近くに住𥇥

親せ疷や知人

名前：

電話番号：

住所：

名前：

電話番号：

住所：

電話番号： 臤７臤膅ＮＴＴ䐢

アド箵ス：

頹矟た場所に住𥇥

親せ疷や知人

㙊

わ疰家で使う

瓺災害伝言ダイヤル𤭯

瓺災害用伝言板𤭯

※個包装Ｑ必要ｕ場合は別料金にｕせますのｒお問い合わせくｋＺい。

※ojj枚以外をＹ要望の場合はお問い合わせくｋＺい。

   へ例：kりットk,jjj枚の場合 \qr,jjj ＠qrほ

トジ袋有料化ｒオテジナルデゅインｙエコバッグＱ活躍します｠

やイら：約nnj×mrjmmbカンゥル含まｅc‒ケーよ 約qm×kljmm

名入れやイら：ガッみkoj×kojmm】※ケーよにも名入れ可へnj×njmmほ別見積

材質・仕様：ステエよテル‒名入れぺラー】k色

ぺラー：ブルー‒みテーン‒ピンク‒ブラウン‒ネイクー‒ガーほンィひ
            の中Ｐず１色お選びくｋＺい。

包装形態：個別透明袋入

納期：ィータ完成後l～m週間

※ljj個以外をＹ要望の場合はお問い合わせくｋＺい。※ケーよ付Ｒ

ドッ斯ャー＆ボッ斯ー

1 枚　\5こ500

1 枚　\5こ500

価格へ税込ほ

価格へ税込ほ

★＃＆

★＃＊

避難しｑいｑよかった

Ｑけ崩そを知ぞう！

ご活用例 防災イベント‒土砂災害防止法説明会ｕｔｙ資料ｓしｑ

避難していてよＰったら９分３０秒り Ｑけ崩れを知ぞう！ら６分§秒り

土砂災害ｚ一般ｖｚるまさＰれｙ現象ｒす｠しＰし最近

ｚ‒災害記録ｙｕＰった地域ｒこ大雨ｙためｖ犠牲者

を出しｑいます｠災害ｚ恐ぞしいこｙ｠大事ｕ命を守ぜ

ｖｚ何よせこまｅる避難れ｠鹿児島県垂水ｙぐｕさつｙ

メッりージｒ‒地域Ｕぜぐｙ避難を呼びＰけます｠

身近ｕｓこぞｖ潜けるＱけ崩それｓいう土砂災害ｚ‒

ｕぜ起Ｒぜｙｒしじう？

人ｙ体ｙ状態ｖたｓえｑ‒やさしく解説します｠

\〉こ750値下げ

値下げ \〉こ750

へ税抜 \〉こ500 ＠100ほ

へ税抜 \〉こ500ほ

へ税抜 \〉こ500ほ

へ税抜 \30こ000 ＠60ほ

へ税抜 \57こ000 ＠114ほ

へ税抜 \56こ000 ＠11〉ほ

へ税抜 \た0こ000 ＠400ほ
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\3こ〉7た

\〉〉こ000

価格へ税込ほ

価格へ税込ほ

～土砂災害の危険にあわｕいために～

土砂災害ｙ警戒避難ｙあせ方を標語ｓしｑ‒ろＰぜたわｒ楽しく

覚えぜこｓＱｒＲます｠住民参加型ｙ防災訓練や学校ｒｙ

防災教育・各種イベントｒＹ活用くｋさい｠

参考書ｖｕる

砂防副読本付 !

ドッシャー ジッシー

遊びｕＱら

避難方法Ｑ

学べぜ

土砂災害防災Ｐぜたと

併せてご活用ください。

サイら：Ａ４版】24 頁

＊＠＃

＊＠＊

土砂災害防災かぜた

土砂災害防災かぜた 10 個セット

\13〉

\1こ100

価格へ税込ほ

価格へ税込ほ

＊＠＆

＊＠＠

土砂災害防災ぬりえ

土砂災害防災ぬりえ 10 冊セット

ゆ動画よ

⒊⒉個
セット

ご購
入
で

＠＃＆

＠＃＊

＠＃＠

＠＃§

＠＃☆

＠＃７

横断幕へ９mほ横９m×縦＃.９m

横断幕へ７mほ横 7m×縦＃.９m

懸垂幕へ９mほ横＃.９m×縦９m

懸垂幕へ７mほ横＃.９m×縦 7m

のぼり旗へ竿付ほ

のぼり旗用注水タンク

\74こた00価格へ税込ほ

\60こ500価格へ税込ほ

\74こた00価格へ税込ほ

\60こ500価格へ税込ほ

1 セット：10 本　\64こだ00

1 セット：10 台　\1だこた00

価格へ税込ほ

ん横断幕ゐ 名入そｚＹ指定くｋさい

※デザイン等の変更については

　お気軽にお問合わせください。

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

価格へ税込ほ

サイら
幅 45 ㎝×高さ 1た0 ㎝

サイら
幅 35 ㎝×奥行 35 ㎝

３０７ のぼり旗用注水タンク

ん横断幕・懸垂幕ゐ※名入そ無料

庁舎等ｖ掲出し‒来庁者‒通行人等へる土砂災害防止月間れをアグールｒＲます｠

掲出箇所ｖ合わせｑ‒ツコ型ｙ横断幕ｓタテ型ｙ懸垂幕そそｉそ９mｓ７mｙサイら

ＱＹａいます｠名入そへ無料ほを申し受けますｙｒ随時Ｙ指定くｋさい｠

ら仕様り

厚手トロズット／昇華転写印刷へフルカラーほ／

加工＝四方縫製‒ハトメ加工へ約１メートル間隔ほ‒紐付Ｒ

※野外へｙ設置へ特ｖ風ｙ強い日ほｖあたっｑｚ‒天候ｖＹ注意くｋさい｠

※洗濯時ｚ‒漂白剤Ｏよび高温水ｙ使用ｚ避けｑくｋさい｠

んのぼり旗ゐ※名入そ無料

野外ｙイベント会場周辺や庁舎前等ｖ設置すぜこｓｒ‒イベント来訪者や通行人等

ｖる土砂災害防止月間れをアグールｒＲます｠名入そへ無料ほを申し受けますｙｒ随

時Ｙ指定くｋさい｠

ら仕様り

テトロンスンジ／昇華転写印刷へフルカラーほ／撥水加工／四方三巻縫製／

竿付Ｒへ1さそ～3 m伸縮式ほ

※野外へｙ設置へ特ｖ風ｙ強い日ほｖあたっｑｚ‒天候ｖＹ注意くｋさい｠

※洗濯時ｚ‒漂白剤Ｏよび高温水ｙ使用ｚ避けｑくｋさい｠

青・白Ｐず選おます｠色をＹ指定くｋさい｠

んのぼり旗ゐ

※受注生産ｓｕせますｙｒ‒Ｙ注文後ｙキャンりルｚｒＲませつ｠

へ税抜 \〉こだた0ほ
へ税抜 \6たこ000ほ

へ税抜 \55こ000ほ

へ税抜 \6たこ000ほ

へ税抜 \55こ000ほ

へ税抜 \5だこ000ほ

へ税抜 \1たこ000ほ

へ税抜 \〉0こ000ほ

へ税抜 \1〉0ほ

へ税抜 \1こ000ほ
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付属品

付属品

付属品

販売

トンタル

＆台：＆★こ☆＃＃円

地域ｖよっｑ送料Ｑ異ｕりますのｒ
事前ｖお問い合わせくｋさい。
　　　　　　(別途保険料Ｑかかりますほ

梱包・発送費へ税込ほ

§＃＆

§＃＊

§＃＠

土 石 流 対 策 模 型へ幅 30×奥行 た0×高さ 43cmほ

急傾斜地崩壊対策模型へ幅 50×奥行 た0×高さ 50cmほ

地 す べ り 対 策 模 型へ幅 47×奥行 た0×高さ 45cmほ

\6だ7こ400

\た0だこ600

\た40こ400

販売価格へ税込ほ

販売価格へ税込ほ

販売価格へ税込ほ

トンタルトンタル実施実施中！へ旧モデルほ

※1日あたりのＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みませんほ

トンタル料金へ税込ほ

411 土石流対策模型：＆★こ☆＃＃円

41〉 急傾斜地崩壊対策模型：＆★こ☆＃＃円

413 地すべり対策模型：＆★こ☆＃＃円

受注生産品

受注生産品

受注生産品

土石流対策模型 急傾斜地崩壊対策模型

堰堤θ2種＝透過型質不透過型χ腰土砂腰家腰橋ほか

・土石流を発生させ‒堰堤Ｑあぜ場合ｓｕい場合を比較ｒＲます。

付属品

深礎工腰アンカー工

・地すべり現象とおもな対策を学べます冉]

深礎工、アンカ▷工を引箙抜くと、地すべり土塊龝滑ります冉

天然わムへ河道閉塞ほの
発生・被害ｖｏいｑの
解説補助用品

専用木製ケースへ別売ほ

模型ｖ合わせｑ
各種Ｙ用意ｒＲます。

へ税込ほ

￥3たこ500／台

付属品

待溜擁壁腰家腰自動車

・トバーを引くｓ斜面Ｑ崩壊。崩壊の様子ｓ対策Ｑ学べます。

付属品

※予告ｕしｖ仕様Ｑ変更ｓｕぜ場合ＱＹａいます。
※受注生産ｓｕりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンセルｚｒＲません。
※ＨＰに申込書をご⽤意しております。

※オテジナデアトンジ・ぺよタマイらも承ります。
　詳細はお問い合わせください。

地すべり対策模型

天然ダム℡河道閉塞☎

シ▷ト付箙

§＃§

廉価版 土石流対策模型へ幅 35×奥行 た0×高さ 40cmほ

廉価版 急傾斜地崩壊対策模型へ幅 30×奥行 60×高さ 40cmほ

廉価版 地すべり対策模型へ幅 30×奥行 た0×高さ 40cmほ

\440こ000

\440こ000

\3た5こ000

販売価格へ税込ほ

販売価格へ税込ほ

販売価格へ税込ほ

販売

ﾚﾝﾀﾙ

＆台：＆★こ☆＃＃円

地域ｖよっｑ送料Ｑ異ｕりますの
ｒ事前ｖお問い合わせくｋさい。
( 別途保険料Ｑかかりますほ

梱包・発送費へ税込ほ

受注生産品

受注生産品

受注生産品

廉価版 土石流対策模型

廉価版 地すべり対策模型 専用コンテナボックス付 (共通 （

廉価版 急傾斜地崩壊対策模型

※受注生産ｓｕりますのｒ‒

　Ｙ注文後のキャンセルｚｒＲません。

※ＨＰに申込書をご⽤意しております。

　砂防えん堤膅2基䐢𤩍土砂𤩍家屋𤩍橋等

　アンカー腰深礎杭等

　擁壁θ流外し可χ腰家屋等

§＃☆

§＃★

§＃７

☆各写真ｚ制作中のものｒ‒詳細部ｚ変更
　ｓｕります。

θ色は選べませんχ

トンタルトンタル実施実施中！

※1日あたりのＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みませんほ

トンタル料金へ税込ほ

415 廉価版 土石流対策模型：＆＆こ＃＃＃円

416 廉価版 急傾斜地崩壊対策模型：＆＆こ＃＃＃円

417 廉価版 地すべり対策模型模型：＆＆こ＃＃＃円

へ税抜 \634こ000ほ

へ税抜 \736こ000ほ

へ税抜 \764こ000ほ

へ税抜 \400こ000ほ

へ税抜 \400こ000ほ

へ税抜 \350こ000ほ

へ税抜 \35こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ

へ税抜 \10こ000ほ

へ税抜 \10こ000ほ

へ税抜 \10こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ
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\143こ000 ～

\〉〉こ000 ～

トンタル料金へ税込ほ

トンタル料金へ税込ほ

§＊＆

§＊＊

＠Ｄシアターへ上映機材一式ほ

テント

○土砂災害防止月間イサント

○防災訓練ｖ合わせた学習機会

○地域のお祭りｓのタイアップ

○小学校ｕｔｒの出前講座

○住民説明会ｖ合わせた学習機会

○シンポょウム会場ｒの展示上映

活用方法

○＠Ｄゾニターへ★☆型ほ

○ ど ん u e R a y プトイダー

○＠Ｄソほネ
へ会議室ｙ場合‒ nj 名程度が視聴可能ほ

トンタル機材・仕様

地域防災力向上の支援活動にトンタルのる３Ｄシアターれをお役立てくｋＺい。

○＆作品：＆＃分前後

○土砂災害現象‒砂防対策等の

映像ソフト多数
※詳細ｚ当センターのホームペーょを

　Ｙ覧くｋさい。

映像ソフト

○集客に威力を発揮
○移動・設置Ｑ自由ｒ簡単

○屋内外の小スペースｒ出展可能

メテット・特徴

３Ｄモニター

◇利用期間 ： k 日以上ｙトンタデへ要見積ほ

nlk  上 映 機 材 一 式】k日 へpo 型ほ：k４m,jjj 円

        ・＊日目以降10日間まｒ＆日：〉〉こ000円×利用日数　

nll  イージーアップテントk日：l２,jjj 円～

】】】】】bmm×mm×l 張 ： lj 名程度収容可能‒ 横断幕付 c

】】】】】】※重りｚＹ用意くだＺい｠

トンタル料金へ税込ほ

地域の皆さんと

楽しみながら学ぶ

入口

へテント設営イソーょ図ほ

※運営スタッフ派遣の場合ｚ別途お見積り
　いたします。

※別途梱包発送料・保険料Ｑかかります。

※詳細ｖｏいｑｚお問い合わせくｋさい。

※ＨＰに申込書をご⽤意しております。

学習効果

大
学習効果

大

§＠＆ 砂防学習模型 土石流キャッチャー
へ幅 40×奥行 だ0×高さ 76cmゆパネル含よほ

遊びながら

砂防を学ぶ

遊びｕＱず土石流災害と砂防堰堤の効果、土砂堆石後の除石工事を学ぶ事ＱｒＲます｠

主ｖ小学生を対象ｓしたラジコンめーゼ型ｙ砂防学習用ｙ模型ｒす｠

砂防えつ堤ｚ取せ外し可能ｕｙｒ‒効果を学習ｒＲます｠

砂防えつ堤ｖ堆積した土砂をショベルカーｒ除石します｠

模造土石ｖ飴ｕｔを交ぜぜｓめーゼ性Ｑ上Ｑせます｠

★参加者にはﾎ取り出した飴を景品┈し┆お渡しするこ┈で

ﾍイベント性が高まりますﾏ

\53だこ000販売価格へ税込ほ受注生産品

トンタルｒもＹ利用いたｋけます

※1日あたりのＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みませんほ

トンタル料金へ税込ほ

43〉 土石流キャッチャー：＠＠こ＃＃＃円

販売

ﾚﾝﾀﾙ

＆台：＆★こ☆＃＃円

地域ｖよっｑ送料Ｑ異ｕりますの
ｒ事前ｖお問い合わせくｋさい。
( 別途保険料Ｑかかりますほ

梱包・発送費へ税込ほ

※受注生産ｓｕりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンセルｚｒＲません。

※ＨＰに申込書をご⽤意しております。

販売価格 (税込 )：￥５３鰤,０００

専用コンテナボックス付
θ色は選べませんχ

ゆ動画よ

へ税抜 \130こ000 ～ほ

へ税抜 \〉0こ000 ～ほ

へ税抜 \130こ000ほ

へ税抜 \〉0こ000ほ

へ税抜 \〉0こ000ほ

へ税抜 \4だ0こ000ほ

へ税抜 \30こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ



(34（ (35（

ドッシャー ジッシー

§§＊
土石流模型 ミニ実験装置へ幅36×奥行だ0×高さ70cmほ

降雨ｖよぜ土石流発生ｙ様子を現すこｓＱｒＲぜ小型ｙ土石流模型実演装置ｒす｠

河道閉塞を発生させｑ土石流ｙ動Ｒｓ砂防えつ堤ｙ働Ｒを学ぶこｓＱｒＲます｠

テーブルｕｔｖ乗せｑ利用すぜこｓＱ可能ｒす｠

販売価格 (税込 )：￥８５８,０００

\た5たこ000販売価格へ税込ほ受注生産品

防災の授業にる土石流模型 ミニ実験装置れをお役立てくｋＺい。

＆台：＆★こ☆＃＃円梱包・発送費へ税込ほ

ゆ動画よ

・スンコを使っｑ雨を降ずせぜ｠

・斜面Ｑ崩壊すぜ｠

・河道閉塞Ｐず土石流Ｑ発生すぜ｠

・砂防えつ堤Ｑ土砂を補足すぜ｠

・またｚ‒土砂を流下させｑ‒

下流域ｒｙ氾濫ｙ影響を見ぜ

嗤操作の流れ嘲

専用コンテナボックス付
θ色は選べませんχ

※受注生産ｓｕりますのｒ‒Ｙ注文後のキャンセルｚｒＲません。

※ＨＰに申込書をご⽤意しております。
注ほＸの商品のトンタルｚＹａいません。

水蒸気噴火
マグマ噴火

水蒸気噴火
マグマ噴火

実験機能 -鰈

実験機能 -鰆

付属品

スンコｒ模型ｙ地下部分ｙ圧力を上Ｗ‒

スイッチを押すｓ噴出Ｑ始ませます

※実験ｖ使用すぜ液体ｚ‒シャンコーを使用しｑＯせます｠

地下ｒズグズｋませＱｒＲｑ‒溶岩Ｑ

上Ｑぜ仕組ぐを学ぶパネル

販売

ﾚﾝﾀﾙ

＆台：＆★こ☆＃＃円

地域ｖよっｑ送料Ｑ異ｕりますのｒ
事前ｖお問い合わせくｋさい。
( 別途保険料Ｑかかりますほ

梱包・発送費へ税込ほ 専用コンテナボックス付
θ色は選べませんχ

トンタルｒもＹ利用いたｋけます

※1日あたりのＹ利用単価
　へ発送・返送日ｚ含みませんほ

トンタル料金へ税込ほ

446 火山噴火実験装置：＠＠こ＃＃＃円

§§☆ 火山噴火実験装置へ幅 4た5×奥行 315×高さ 300cmほ

火山模型を噴火させｑ‒ズグズ噴火ｓ水蒸気噴火ｙ違いを学び‒

火山泥流災害を学習します｠

販売価格 (税込 )：￥５５０,０００

\550こ000販売価格へ税込ほ受注生産品

理科や防災の授業にる火山噴火実験装置れをお役立てくｋＺい。

※受注生産ｓｕりますのｒ‒
Ｙ注文後のキャンセルｚｒＲません。

※ＨＰに申込書をご⽤意しております。

へ税抜 \7た0こ000ほ へ税抜 \500こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ

へ税抜 \30こ000ほ

へ税抜 \15こ000ほ









   　　　　　　　

　納　品　日　　　　　　　　月　　　　日までに納品希望

　消費税の扱い　　　１．外　税　　　　　　　２．内　税

　書類の宛名記入　　　１．無　　　　　　　　　２．有

　　　　　　　　　　　　　　　⇒有の場合　　宛　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　見　積　書　　日付記入（　１．無　　　　２．申込日　　　　　３．　　　月　　　　日付　）

　　　　　　　　　　　　　　　⇒事前送付希望の場合　　　　　　月　　　　日までに郵送・ＦＡＸ・メール　

　納　品　書　　日付記入（　１．無　　　　２．納品日　　　　　３．　　　月　　　　日付　）

　請　求　書　　日付記入（　１．無　　　　２．納品日　　　　　３．　　　月　　　　日付　）

　　　　　　　　※必要な書類に〇を付け、各書類に記載する日付をご指定ください。

■発送先

　お申込者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　署　　　　　　　　　　　　　　　　　    

　ご担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メールアドレス   　                            　　 

　ご 住 所　〒

　　　　　　TEL             　　     内　線（　　　　　）   FAX　　　　　　　　　　　　     

　

　※請求先が異なる場合など、その他ご要望はこちらにご記入ください。

お問合せ・お申込は、ＮＰＯ法人 土砂災害防止広報センター (担当： 吉岡)までご連絡ください。

請求書類について

〒103-0008　東京都中央区日本橋中洲4番11号　TEL　03-5614-1114　FAX　03-5614-1109

Ｎｏ． キャンペーン用品
単価
（税抜）

ご注文単位 ご注文数 合計　①
梱包・発送単価（税抜）／

1梱包の最大数量
梱包数 合計　②

101 ポスター（Ａ１） 16,000円 1ｾｯﾄ　100枚  ＠160 ｾｯﾄ 円 1,500/1ｾｯﾄ 梱包 円

102 ポスター（Ｂ２） 13,000円 1ｾｯﾄ　100枚  ＠130 ｾｯﾄ 円 1,500/1ｾｯﾄ 梱包 円

103 チラシ 3,500円 1ｾｯﾄ　500枚  ＠7 ｾｯﾄ 円 1,500/4ｾｯﾄ 梱包 円

500円201 砂防副読本（202１年改訂版） 1冊 冊 円 1,500/100冊 梱包 円

202 簡易雨量測定器   25,000円 1ｾｯﾄ　50個  ＠500 ｾｯﾄ 円 1,500/1ｾｯﾄ 梱包 円

梱包204 ３色ボールペン ｾｯﾄ 円 1,500/5ｾｯﾄ 円7,500円 1ｾｯﾄ  50本  ＠150

205 メモ帳 5,000円 1ｾｯﾄ  50冊  ＠100 ｾｯﾄ 円 1,500/2ｾｯﾄ 梱包 円

206 救急絆創膏 6,000円 1ｾｯﾄ  100個  ＠60 ｾｯﾄ 円 1,500/10ｾｯﾄ 梱包 円

207 トランプ 1,500円  1ｾｯﾄ　10個  ＠150 ｾｯﾄ 円 1,500/5ｾｯﾄ 梱包 円

208 ＬＥＤライトペン 12,500円 1ｾｯﾄ  50本  ＠250 ｾｯﾄ 円 1,500/5ｾｯﾄ 梱包 円

209 プレスタオル   1,500円 1ｾｯﾄ　10個  ＠150 ｾｯﾄ 円 1,500/5ｾｯﾄ 梱包 円

212 安眠セット 1ｾｯﾄ　10個  ＠120 ｾｯﾄ1,200円 円 1,500/50ｾｯﾄ 梱包 円

215 ふせん 1ｾｯﾄ　50個  ＠100 ｾｯﾄ5,000円 円 1,500/10ｾｯﾄ 梱包 円

216 ＬＥＤライト＆ホイッスル 1ｾｯﾄ　25個  ＠160 ｾｯﾄ4,000円 円 1,500/4ｾｯﾄ 梱包 円

218 防災ペン 1ｾｯﾄ　48本  ＠70 ｾｯﾄ3,360円 円 1,500/15ｾｯﾄ 梱包 円

219 携帯トイレ 1ｾｯﾄ　25個  ＠50 ｾｯﾄ1,250円 円 1,500/8ｾｯﾄ 梱包 円

220 折りたたみアルミボトル 1ｾｯﾄ　25個  ＠180 ｾｯﾄ4,500円 円 1,500/4ｾｯﾄ 梱包 円

222 スマホ防滴ポーチ 1ｾｯﾄ　25個  ＠100 ｾｯﾄ2,500円 円 1,500/4ｾｯﾄ 梱包 円

（注2）沖縄県、離島は別途見積となる場合があります。

（注1）３つ折配送料金です。平置き配送ご希望の場合、別料金となります。

※ＨＰにも申込書（ｅｘｃｅｌ、ｐｄｆ）をご用意しております。

※梱包・発送費にも別途消費税がかかります。

※梱包・発送費は、種類、数量によりご相談に応じます。

　 お気軽にお問い合わせください。

計 ① 円 ② 円

小計　①+② 円

消費税(10％) 円

円合  計

［　土砂災害防止広報啓発用品    購 入 申 込 書 ］

申込受付　ＦＡＸ ０３－５６１４－１１０９　（ＮＰＯ法人  土砂災害防止広報センター）

※社名、名前等請求書類に記載する宛名をご記入ください。

請求書類は納品後、別途郵送致します。下記の必要事項にご記入ください。

御中

様

232 土砂災害防災かるた 10個セット 1ｾｯﾄ　10個  ＠2,000 ｾｯﾄ20,000円 円 1,500/1ｾｯﾄ 梱包 円

233 土砂災害防災ぬりえ 10冊セット 1ｾｯﾄ　10冊  ＠100 ｾｯﾄ1,000円 円 1,500/10ｾｯﾄ 梱包 円

230 土砂災害防災かるた 1個 個2,980円 円 1,500/10個 梱包 円

231 土砂災害防災ぬりえ 1冊 冊120円 円 1,500/100冊 梱包 円

601 ＤＶＤ 『避難していてよかった』 1枚 枚2,500円 円 梱包 円

602 ＤＶＤ 『がけ崩れを知ろう！』 1枚 枚2,500円 円 梱包 円

302 横断幕（７ｍ） 55,000円 1枚 枚 円 梱包 円

303 懸垂幕（９ｍ） 68,000円 1枚 枚 円 梱包 円

301 横断幕（９ｍ） 1枚 枚 円

2,000/4枚

（注２）

（注１）

（注１）

梱包 円68,000円

1枚304 55,000円懸垂幕（７ｍ） 枚 円 梱包 円

のぼり旗（竿付） 59,000円 1ｾｯﾄ（10本） ｾｯﾄ305 円 3,000/1ｾｯﾄ 梱包 円

（注２）

（注２）

のぼり旗用注水タンク 18,000円 1ｾｯﾄ（10台） ｾｯﾄ307 円 2,000/1ｾｯﾄ 梱包 円

473/6枚

1,500/7～100枚

225 オリジナルポケットティッシュ 1ｾｯﾄ　500個  ＠60 ｾｯﾄ30,000円 円 1,500/1ｾｯﾄ 梱包 円

226 オリジナルうちわ 1ｾｯﾄ　500枚  ＠114 ｾｯﾄ57,000円 円 3,000/1ｾｯﾄ 梱包 円

227 オリジナルＡ4クリアファイル 1ｾｯﾄ　500枚  ＠112 ｾｯﾄ56,000円 円 1,500/１ｾｯﾄ 梱包 円

228 オリジナルエコバッグ 1ｾｯﾄ　200個  ＠400 ｾｯﾄ80,000円 円 1,500/1ｾｯﾄ 梱包 円

２０２１年８月改訂版




