
 

令和３年１月１３日 

 

お客様各位 

 

建設業労働災害防止協会   

 

 

安全衛生図書・用品の頒布価格改定のご案内 

 

 

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 当協会の業務運営につきましては、平素より格別のご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

近年の人件費、原材料費及び物流費等の高騰によるコスト上昇に対応すべく、当協会でも徹底

したコスト削減等に努めてまいりました。 

 しかしながら、これらの経費分をコスト削減で対応することが極めて困難な状況となりました

ので、今回、止むを得ず皆様に一部ご負担いただくこととし、頒布価格を下記のとおり改定させ

ていただくことといたしました。 

 つきましては、頒布価格の改定により皆様にはご負担とご迷惑をおかけいたしますが、今後よ

り一層のサービス向上に努めて参る所存でございますので、今後とも変わらぬご愛顧をいただき

ますよう、何卒、ご理解をよろしくお願い申し上げます。 

 一方、今回は会員の皆様への頒布価格につきましては、変更することなく維持してまいりま

す。 

なお、皆様の会員加入状況の有無につきましては、各都道府県支部で管理しておりますので最

寄りの各都道府県支部へお問い合わせください。 

 

記 

 

１．新価格への改定日 

（１）ＦＡＸでのご注文 

  令和３年４月１日（木）発送分より 

 

（２）窓口（東京都港区芝５－２０－１４ 三田鈴木ビル５階）でのご購入 

令和３年４月１日（木）より 

 

２．新価格の詳細 

別添「2021年度 安全衛生図書・用品カタログ」をご参照ください。 

 

３．問合せ先 

  教育推進部 教材開発センター 教材管理課 

  ＴＥＬ ０３－３４５３－３３９１ 

 

以上 
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建災防メール配信 検索

建設業労働災害防止協会（JCOSHA）

建設業安全衛生教育用教材に係る情報の
メール配信（無料）を希望される方はコチラに登録 安全衛生教育用教材の

情報メール配信希望の方は
コチラで登録してください。

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

のぼり・横幕
旗・腕章

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

現場の安全衛生管理
防止規定
「ポケットサイズの安全」シリーズ

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

年間を通じた
安全衛生活動
実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

1P～

3P～

5P～

7P～

10P～

12P～

14P～

16P～

19P～

21P～

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上
視聴覚教材

23P～

25P～

28P～

29P～

32P～

34P～

36P～

42P～

47P～

49P～

2021年度2021年度

安全衛生図書・用品
カタログ

安全衛生図書・用品
カタログ



※行事は、予定も含まれています。また、行事名、日程は変更になる場合があります。1

年間を通じた安全衛生活動実施スケジュール
　建設工事現場においては作業従事者の方々に対する安全衛生教育の実施はもとより、危険に対する意識が鈍　　　　化しないよう注意喚起を怠ってはなりません。そのためには、一年を通じて下記の季節や時期毎の週間等や
キャンペーンなどを実施し、併せてポスター等を用い、関係者の気持ちをリセットすることで安全意識の継続　　　　を図ってください。以下に年間を通じた安全衛生活動実施の参考例を示しますので、ご活用してください。

全国安全週間ポスター
 全国安全週間のぼり

  全国安全週間スローガンのぼり
　 全国安全週間横幕

　  全国安全週間スローガン横幕
　   全国安全週間ワッペン

　　 全国安全週間実施要領

全国労働衛生週間ポスター
 全国労働衛生週間のぼり

  全国労働衛生週間スローガンのぼり
   全国労働衛生週間横幕

     全国労働衛生週間スローガン横幕
      全国労働衛生週間ワッペン

       全国労働衛生週間タオル
        全国労働衛生週間実施要領

建設業年末年始労働災害防止強調期間ポスター
 建設業年末年始労働災害防止強調期間のぼり

  建設業年末年始労働災害防止強調期間横幕
    建設業年末年始労働災害防止強調期間ワッペン

     建設業年末年始労働災害防止強調期間タオル
      建設業年末年始労働災害防止強調期間実施要領

建設業年度末労働災害防止強調月間ポスター
 建設業年度末労働災害防止強調月間のぼり

  建設業年度末労働災害防止強調月間横幕
    建設業年度末労働災害防止強調月間ワッペン

     建設業年度末労働災害防止強調月間タオル
      建設業年度末労働災害防止強調月間実施要領

（ポスター） （ポスター）

（職長･安責者教育［初任時］）　　（職長･安責者能力向上教育） （フルハーネス型安全帯使用作業特別教育） （足場の組立て等作業従事  者特別教育） （ウインチ運転者特別教育）

（ポスター）（墜落関連図書）（のぼり） （のぼり）（熱中症関連図書）

職長・安全衛生責任者教育職長・安全衛生責任者教育 主な特別教育主な特別教育

■準備期間／6月1日～30日　■安全週間／7月1日～7日

■キャンペーン準備期間／4月1日～30日　■キャンペーン期間／5月1日～9月30日　■重点取組期間／7月1日～31日 ■重点取組期間／6月1日～30日・2月1日～28日

■準備期間／9月1日～30日　■衛生週間／10月1日～7日 ■強調期間／12月1日～1月15日 ■強調月間／3月1日～31日

◆STOP！熱中症クールワークキャンペーン

◆各教育に使用する図書と視聴覚教材の一例

◆STOP！転倒災害プロジェクト◆墜落・転落災害撲滅　　キャンペーン

　すべての職場において基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びか
け、重篤化や死亡に至ることがないよう、事業者がWBGT値を把握し、適切な
対策を講じることや、緊急時の体制の整備を図るよう、以下の用品等を用い
て周知徹底してください。

　転倒災害の防止に関する意識の啓発を図り、職場
における転倒リスクの総点検と、必要な対策を実施
するよう、以下のポスター等を用いて周知徹底して
ください。

■キャンペーン実施期間／8月1日～9月10日

安全衛生教育用教材の
情報メール配信希望の方は
コチラで登録してください。

■厚生労働省■建災防HP
「STOP！転倒
災害プロジェクト」

　死亡災害の4割を占める墜落・　　　転落災害の発生件数が多くなる夏季に日頃から実施する
墜落・転落災害防止対策に加え、　　　安全帯の適正な使用方法や更なる墜落・転落災害防止対策
を推進するよう、以下の用品等を　　　 用いて周知徹底してください。

建災防　メール配信 検索

◆STOP！熱中症クールワークキャンペーン

◆STOP！転倒災害プロジェクト ◆STOP！転倒災害プロジェクト◆墜落・転落災害撲滅キャンペーン

全国安全週間 全国労働衛生週間
建 設 業 年 末 年 始
労働災害防止強調期間

建 設 業 年 度 末
労働災害防止強調月間

　全国安全週間は、厚生労働省の「全国安全週間実施要
綱」に基づき、6月1日から30日までを準備期間、7月1日か
ら7日までを本週間とする安全衛生管理活動を効果的に
推進するため、以下の用品等を用いて実施してください。

◆全国安全週間
趣 旨

趣 旨 趣 旨趣 旨

　全国労働衛生週間は、厚生労働省の「全国労働衛生週間
実施要綱」に基づき、９月１日から３０日までを準備期間、１０月
１日から７日までを本週間とする労働衛生管理活動を効果的
に推進するため、以下の用品等を用いて実施してください。

◆全国労働衛生週間

　建設業年度末労働災害防止強調月間は、公共工事を
含め多くの工事が完工期を迎え、さまざまな作業が輻
輳して繁忙度が増すなど、工事関係者の注意力が低下
しやすい時期であることから３月１日から３１日までを強
調月間とする労働安全衛生管理活動を効果的に推進
するため、以下の用品等を用いて実施してください。

◆建設業年度末労働災害防止強調月間

　建設業年末年始労働災害防止強調期間は、建設工事
が輻輳化し、さらに寒冷下での作業となるなど、労働災
害防止に特別な配慮が必要なことから１２月１日から
１月１５日までを強調期間とする労働安全衛生管理活動
を効果的に推進するため、以下の用品等を用いて実施
してください。

◆建設業年末年始労働災害防止強調期間
趣 旨 趣 旨 趣 旨

4月 1月 2月 3月12月11月10月9月8月7月6月5月

 
   

○○ 建設（株）

DVDDVDDVDDVD
CD-ROMCD-ROM

DVDDVD

年間を通じた
安全衛生活動

実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上

視聴覚教材

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定

「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順
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年間を通じた安全衛生活動実施スケジュール
　建設工事現場においては作業従事者の方々に対する安全衛生教育の実施はもとより、危険に対する意識が鈍　　　　化しないよう注意喚起を怠ってはなりません。そのためには、一年を通じて下記の季節や時期毎の週間等や
キャンペーンなどを実施し、併せてポスター等を用い、関係者の気持ちをリセットすることで安全意識の継続　　　　を図ってください。以下に年間を通じた安全衛生活動実施の参考例を示しますので、ご活用してください。

全国安全週間ポスター
 全国安全週間のぼり

  全国安全週間スローガンのぼり
　 全国安全週間横幕

　  全国安全週間スローガン横幕
　   全国安全週間ワッペン

　　 全国安全週間実施要領

全国労働衛生週間ポスター
 全国労働衛生週間のぼり

  全国労働衛生週間スローガンのぼり
   全国労働衛生週間横幕

     全国労働衛生週間スローガン横幕
      全国労働衛生週間ワッペン

       全国労働衛生週間タオル
        全国労働衛生週間実施要領

建設業年末年始労働災害防止強調期間ポスター
 建設業年末年始労働災害防止強調期間のぼり

  建設業年末年始労働災害防止強調期間横幕
    建設業年末年始労働災害防止強調期間ワッペン

     建設業年末年始労働災害防止強調期間タオル
      建設業年末年始労働災害防止強調期間実施要領

建設業年度末労働災害防止強調月間ポスター
 建設業年度末労働災害防止強調月間のぼり

  建設業年度末労働災害防止強調月間横幕
    建設業年度末労働災害防止強調月間ワッペン

     建設業年度末労働災害防止強調月間タオル
      建設業年度末労働災害防止強調月間実施要領

（ポスター） （ポスター）

（職長･安責者教育［初任時］）　　（職長･安責者能力向上教育） （フルハーネス型安全帯使用作業特別教育） （足場の組立て等作業従事  者特別教育） （ウインチ運転者特別教育）

（ポスター）（墜落関連図書）（のぼり） （のぼり）（熱中症関連図書）

職長・安全衛生責任者教育職長・安全衛生責任者教育 主な特別教育主な特別教育

■準備期間／6月1日～30日　■安全週間／7月1日～7日

■キャンペーン準備期間／4月1日～30日　■キャンペーン期間／5月1日～9月30日　■重点取組期間／7月1日～31日 ■重点取組期間／6月1日～30日・2月1日～28日

■準備期間／9月1日～30日　■衛生週間／10月1日～7日 ■強調期間／12月1日～1月15日 ■強調月間／3月1日～31日

◆STOP！熱中症クールワークキャンペーン

◆各教育に使用する図書と視聴覚教材の一例

◆STOP！転倒災害プロジェクト◆墜落・転落災害撲滅　　キャンペーン

　すべての職場において基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びか
け、重篤化や死亡に至ることがないよう、事業者がWBGT値を把握し、適切な
対策を講じることや、緊急時の体制の整備を図るよう、以下の用品等を用い
て周知徹底してください。

　転倒災害の防止に関する意識の啓発を図り、職場
における転倒リスクの総点検と、必要な対策を実施
するよう、以下のポスター等を用いて周知徹底して
ください。

■キャンペーン実施期間／8月1日～9月10日

安全衛生教育用教材の
情報メール配信希望の方は
コチラで登録してください。

■厚生労働省■建災防HP
「STOP！転倒
災害プロジェクト」

　死亡災害の4割を占める墜落・　　　転落災害の発生件数が多くなる夏季に日頃から実施する
墜落・転落災害防止対策に加え、　　　安全帯の適正な使用方法や更なる墜落・転落災害防止対策
を推進するよう、以下の用品等を　　　 用いて周知徹底してください。

建災防　メール配信 検索

◆STOP！熱中症クールワークキャンペーン

◆STOP！転倒災害プロジェクト ◆STOP！転倒災害プロジェクト◆墜落・転落災害撲滅キャンペーン

全国安全週間 全国労働衛生週間
建 設 業 年 末 年 始
労働災害防止強調期間

建 設 業 年 度 末
労働災害防止強調月間

　全国安全週間は、厚生労働省の「全国安全週間実施要
綱」に基づき、6月1日から30日までを準備期間、7月1日か
ら7日までを本週間とする安全衛生管理活動を効果的に
推進するため、以下の用品等を用いて実施してください。

◆全国安全週間
趣 旨

趣 旨 趣 旨趣 旨

　全国労働衛生週間は、厚生労働省の「全国労働衛生週間
実施要綱」に基づき、９月１日から３０日までを準備期間、１０月
１日から７日までを本週間とする労働衛生管理活動を効果的
に推進するため、以下の用品等を用いて実施してください。

◆全国労働衛生週間

　建設業年度末労働災害防止強調月間は、公共工事を
含め多くの工事が完工期を迎え、さまざまな作業が輻
輳して繁忙度が増すなど、工事関係者の注意力が低下
しやすい時期であることから３月１日から３１日までを強
調月間とする労働安全衛生管理活動を効果的に推進
するため、以下の用品等を用いて実施してください。

◆建設業年度末労働災害防止強調月間

　建設業年末年始労働災害防止強調期間は、建設工事
が輻輳化し、さらに寒冷下での作業となるなど、労働災
害防止に特別な配慮が必要なことから１２月１日から
１月１５日までを強調期間とする労働安全衛生管理活動
を効果的に推進するため、以下の用品等を用いて実施
してください。

◆建設業年末年始労働災害防止強調期間
趣 旨 趣 旨 趣 旨

4月 1月 2月 3月12月11月10月9月8月7月6月5月

 
   

○○ 建設（株）

DVDDVDDVDDVD
CD-ROMCD-ROM

DVDDVD

年間を通じた
安全衛生活動
実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上
視聴覚教材

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定
「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順



資格・選任・指名等

免許証及び
技能講習 該当テキスト

参
照
頁

特別教育等 該当テキスト
参
照
頁

1
高 圧 室 内 作 業
（大気圧を超える気圧下の室内、シャ
フトの内部）

作業主任者 ・高気圧作業安全衛生の手引 17

空気圧縮機運転者

・圧気工事の安全
・再圧室操作マニュアル

15�
6送気調節操作者

加圧・減圧操作者

作業者 ・潜函作業の安全 6

2 地 山 の 掘 削 作 業
作業主任者 ・地山の掘削及び土止め支保工

　組立て等の作業指針 7

3 土 止 め 支 保 工 作 業
（切りばり、腹おこしの取付け、取りはずし）

4
ず い 道 等 の 掘 削 等 の 作 業
（掘削、ずり積み、支保工及びロックボル
トの取付け、コンクリート等の吹付け）

作業主任者 ・ずい道等の掘削等作業指針
　（山岳編）・（シールド・推進編）

7 坑内作業者

・トンネル作業の安全
　（山岳編）
　（推進工事編）
　(シールド編）

6

5
ず い 道 等 の 覆 工 の 作 業
（組立、移動、解体、これに伴うコン
クリート打設）

作業主任者 ・ずい道等の覆工作業指針

6 型わく支保工の組立て等作業（組立、解体） 作業主任者 ・型枠及び型枠支保工組立て
・解体工事の作業指針 7

7 足 場 組 立 て 等 作 業
（組立、解体、変更） 作業主任者 ・足場の組立て等工事の作業

指針 7

能力向上教育 ・足場の組立て等作業の安全 8

作業者 ・足場の組立て等作業従事者必携
　（特別教育用テキスト） 6

8 建築物等の鉄骨組立て等作業（組立、解体、変更） 作業主任者
・建築物等の鉄骨組立て等の
作業指針
　（建築鉄骨・その他編）・（鉄塔・その他編）

7

9 鋼橋架設等作業（架設、解体、変更） 作業主任者 ・鋼橋架設等の作業指針 7

10
木造建築物の組立て等作業
（構造部材の組立、屋根下地、外壁下
地の取付け）

作業主任者 ・木造家屋建築工事の作業指針 7

能力向上教育 ・木造建築物の組立て等作業の安全 8

解体作業指揮者 ・木造建築物解体作業の安全 14

11 コンクリート造の工作物の解体等作業（解体、破壊） 作業主任者 ・コンクリート工作物解体工事
　の作業指針 7

12 コンクリート橋架設等作業（架設、変更）
作業主任者 ・コンクリート橋架設等の作

業指針
7 　

13

第1種 酸 素 欠 乏 危 険 作 業
第2種酸素欠乏危険作業以外の酸素欠乏作業

第１種及び
第２種
作業主任者 ・酸素欠乏症等の防止

　（酸素欠乏作業主任者及び硫化水素
作業主任者技能講習テキスト）

7 作業者 ・酸素欠乏症等の予防
　（特別教育テキスト） 6

第2種 酸 素 欠 乏 危 険 作 業
酸素欠乏・硫化水素危険作業 第２種作業主任者

14 特 定 粉 じ ん 作 業 作業者 ・粉じんによる疾病の防止 6

15 石綿含有建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務 作業主任者 ・石綿作業主任者技能講習
テキスト 7

作業者 ・石綿障害の予防 6

調査者 ・建築物石綿含有建材調査者講習テキスト
・一戸建て等石綿含有建材調査者講習テキスト 10

16 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用）運転業務
運転者

（機体重量3ｔ以上）
・車両系建設機械運転者教本
　（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

7

安全衛生教育
（再教育）

・�車両系建設機械（整地・運搬・積込み
用及び掘削用）運転業務の安全 8

運転者
（機体重量3ｔ未満）

・小型車両系建設機械運転者必携
　（整地・運搬・積込み用及び掘削用/解体用） 5

17 車両系建設機械（基礎工事用）運転業務
運転者

（機体重量3ｔ以上）

安全衛生教育
（再教育）

・�車両系建設機械（基礎工事用）運
転業務の安全 8

運転者
（機体重量3ｔ未満）

・車両系建設機械運転者必携
　（基礎工事用−穴掘建柱車関係） 5

操作者 ・基礎工事用機械の運転者必携 5

作業等

選任等の種別

年間を通じた
安全衛生活動

実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上

視聴覚教材

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定

「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

3

各作業に必要な資格と関連テキスト



18 車両系建設機械（締固め用）運転業務 運転者 ・ローラー運転者必携 5

19 車両系建設機械（コンクリート打設用）運転業務 操作者 ・コンクリートポンプ車
　運転者必携 5

20 車両系建設機械（解体用）運転業務
運転者

（機体重量3ｔ以上）
・車両系建設機械運転者教本
（解体用） 7 運転者

（機体重量3ｔ未満）
・小型車両系建設機械運転者必携
　（整地・運搬・積込み用及び掘削用/解体用） 5

21 不 整 地 運 搬 車 運 転 業 務 運転者
（最大積載量1ｔ以上） ・不整地運搬車運転者教本 7 運転者

（最大積載量1ｔ未満）
・不整地運搬車運転者教本
　（技能講習用テキスト） 7

22 高 所 作 業 車 運 転 業 務 運転者
（作業床の高さ10ｍ以上） ・高所作業車運転者教本 7 運転者

（作業床の高さ10ｍ未満） ・高所作業車運転者必携 5

23 ボーリングマシン運転業務 運転者 ・ボーリングマシン運転者必携 5

24 ジャッキ式つり上げ機械の調整・運転業務 調整・運転者 ・ジャッキ式つり上げ機械
　運転者必携 5

25 巻 上 げ 機 運転者 ・ウインチ運転者必携 5

26 軌 道 装 置 運 転 業 務 運転者 ・軌道装置動力車運転者必携 5

27 ア ー ク 溶 接 業 務 作業者 ・�建設業におけるアーク溶接等作業
の安全 5

28 研 削 と い し 試 運 転 業 務 作業者 ・自由研削砥石の安全作業
　（特別教育テキスト） 5

29 電 気 取 扱 い 業 務 電気取扱者 ・建設業における低圧電気取扱作業
　の安全（特別教育テキスト） 5

30 チェーンソー以外の振動工具取扱い業務 指導者 ・振動工具取扱作業の管理
　（管理者用） 5 作業者

（特別教育に準じた教育）
・振動工具取扱作業の知識
　（作業者用） 5

31 有機溶剤取扱い作業に係る業務 作業者
（特別教育に準じた教育）

・有機溶剤業務の知識
　（作業者用） 6

32 携帯用丸のこ盤を使用する作業 作業者
（特別教育に準じた教育）

・丸のこ等取扱作業の安全
　（作業者用） 6

33 フルハーネス型安全帯を使用する作業 作業者 ・フルハーネス型安全帯使用作業
　特別教育用テキスト 6

35
混
在
作
業
主
体
の
管
理

元方・下請の労働者の合計50人以上（ずい道等建設の仕
事又は圧気による作業を行う仕事又は一定の橋梁の建設の仕事は元方・
下請の労働者の合計30人以上）の現場
（注）一定の橋梁の建設の仕事とは、国税調査における「人口集中地区」の中の　①
道路上　②道路に隣接した場所　③鉄道の軌道上　④鉄道の軌道　に隣接した場所

特定元方事業者
（2以上の場合は指名された特定元
方事業者）

統括安全衛生責任者
・統括管理の手引

8

16

元方安全衛生管理者

統括安全衛生責任者を選任すべき
事業場以外の請負人

安全衛生責任者
安責者能力向上教育

元方・下請の労働者合計20人以上30人未満
1.ずい道等建設の仕事
2.圧気工法による作業を行う仕事
3.一定の橋梁の建設の仕事　

店社安全衛生管理者元方・下請の労働者合計20人以上50人未満 4.鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
の建築物の建設の仕事

統括管理の指導等を行うべき事業者の支店・営業所

36
計
画
の
作
成
届
出

労働基準監督署長への届出
（一定規模以上は都道府県労働局長の審査対象、法89、
則94の2）

法88第3項、4項、則90、石綿則5

仕事の届　
1.高さ31mを超える建築物等�
2.支間50m以上の橋梁�
2の2.支間30ｍ以上50ｍ未満の橋梁(一定の場所)の上部
　構造の建設等
3.ずい道（内部に労働者が立ち入らないものを除く）
4.高さ・深さ10ｍ以上の地山の掘削
5.圧気工事
6.耐火建築物等の吹き付け石綿の除去

計画作成の参画者
・建設技術者テキスト等

・セーフティ・アセスメント
　指針・同解説

15
工事の届
1.支柱の高さが3.5ｍ以上の型わく支保工
2.高さ10ｍ以上の足場（つり足場、張出し足場を除く)�
3.上記の�6.以外の石綿の除去

厚生労働大臣への届出
法88第2項、則89

上欄の仕事の届のうち　
1.高さ300メートル以上の塔
2.堤高150ｍ以上のダム
3.支間500ｍ(つり橋にあっては、1,000ｍ)以上の橋梁
4.長さ3,000ｍ以上のずい道
5.長さ1,000ｍ以上3,000ｍ未満で深さ50ｍ以上のた
て坑のあるもの6.ゲージ圧力0.3MPa以上の圧気工事

事業場の規模、仕事の内容等 事業者の
選任・指名・配置等 関連するテキスト

参
照
頁

34��
事
業
場
主
体
の
管
理

規模100人以上の事業場 総括安全衛生管理者

規模50人以上の事業場
安全管理者 ・建設業における安全管理者の手引 16

産業医
衛生管理者（免許、資格者）

規模10人以上の事業場 安全衛生推進者 ・建設業安全衛生推進者の手引 8

・職長・安全衛生責任者教育テキスト

・職長・安全衛生責任者能力向上テキスト

・元方事業者による建設現場
　安全管理指針の解説
・元方事業者による建設現場
　安全管理指針の具体的進め方

・店社安全衛生管理者の手引
　（能力向上教育テキスト）

年間を通じた
安全衛生活動
実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上
視聴覚教材

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定
「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

4

■事業場の規模と安全管理者等の選任等



年間を通じた
安全衛生活動

実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上

視聴覚教材

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定

「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

特別教育

5

ローラー（車両系建設機械＜締固め用＞）の種類、特徴、構造
や安全運転のための操作方法、また施工時の注意等を解説して
います。
ハンドガイド式ローラーについても収録しています。

No.120320
B5判・163ページ・定価1,510円　会員価格1,360円

小型（機体重量3トン未満）の車両系建設機械（基礎工事用̶
穴掘建柱車関係）の安全運転、作業に必要な知識を中心に解
説しています。

No.120210
B5判・166ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

① 小型（機体重量3トン未満）の車両系建設機械（基礎工事用）
の運転
②自走しない基礎工事用建設機械の運転
③ 車両系建設機械（基礎工事用）の作業装置の操作について
の運転等を中心に解説しています。

No.120110
B5判・184ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

コンクリートポンプ車の種類、特長、構造や安全操作のため
の方法、使用にあたっての注意等を解説しています。

No.120410
B5判・197ページ・定価1,510円　会員価格1,360円

チェーンソー以外の振動工具を使用する業務に携わる作業
者のために、振動障害を予防するための振動工具の種類と
選び方、作業方法、健康管理などをわかりやすく解説した
テキストです。
また、平成21年7月に改正された新指針に準拠したものです。

No.121610
B5判・51ページ・定価1,390円　会員価格1,250円

チェーンソー以外の振動工具の選び方、作業指導、健康管理に
当たって必要な振動障害の概要等を解説したテキストです。
また、平成21年7月に改正された新指針に準拠したものです。

No.121510
B5判・139ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

価格は、消費税込みです。

ウインチ（巻き上げ機）の種類、特長、構造や取扱い方法、ま
た、ウインチに使用するワイヤーロープ等について解説してい
ます。

No.120710
B5判・99ページ・定価1,170円　会員価格1,050円

軌道装置動力車としてバッテリ機関車、ディーゼル機関車を中
心に、その構造や運転にあたっての注意、蓄電池や充電器の取
扱い、軌道の敷設状態等について解説しています。

No.120810
B5判・113ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

作業床の高さが10m未満の高所作業車の種類、特長、構造や安
全作業のための操作方法等をわかりやすく解説しています。

No.120610
B5判・114ページ・定価1,510円　会員価格1,360円

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転業務の特別教育用テキ
ストです。
機械の種類、特長、構造や安全作業のための操作方法等をわか
りやすく解説しています。

No.120900
A4判・62ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

ボーリングマシンの種類、特長、構造や安全運転のための操
作方法、また、使用にあたっての注意等をわかりやすく解説し
ています。

No.120510
B5判・155ページ・定価1,980円　会員価格1,780円

3トン未満の小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び
掘削用/解体用）の特別教育用テキストです。
解体用では、平成25年7月1日施行の労働安全衛生規則の一部
改正による鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
を網羅しています。

No.120101
B5判・171ページ・定価1,130円　会員価格1,020円

自由研削用砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特
別教育用のテキストとして作成しました。
自由研削砥石及びグラインダの取扱い方法、取付け、試運転、
安全作業についてわかりやすく解説しています。

No.121700
B5判・61ページ・定価870円　会員価格780円

ウインチ（巻き上げ機）の特別教育時に講師が使用する
教材として「ウインチ運転者必携」（テキスト）に合わせ
て作成されています。

No.142110
定価1,740円　会員価格1,570円

建設業においてアーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等
の作業のための特別教育用テキストです。
建設業の特性を踏まえたアーク溶接機の適切な使用、作業の実
施についてわかりやすく解説しています。

No.120200
B5判・157ページ・定価1,020円　会員価格920円

低圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務又は配電盤室、変電室等
区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出して
いる開閉器の操作の業務に係る特別教育用テキストです。近年の災
害事例や最新の保護具を掲載し、また従来のテキストよりイラスト
を多くすることで、よりわかりやすい内容にテキストを改訂しました。

No.131101
B5判・102ページ・定価1,170円　会員価格1,050円

ウインチ運転者必携

建設業における振動工具取扱作業の管理（管理者用テキスト）

建設業におけるアーク溶接等作業の安全（特別教育用テキスト）

ウインチ特別教育講師用パワーポイント
〈ウインチのCD-ROM〉

建設業における振動工具取扱作業の知識（作業者用テキスト）

建設業における低圧電気取扱作業の安全

ローラー運転者必携

高所作業車運転者必携

車両系建設機械運転者必携（基礎工事用̶穴掘建柱車関係）

コンクリートポンプ車運転者必携

小型車両系建設機械運転者必携〔整地・運搬・積込み用
及び掘削用/解体用〕特別教育用テキスト

基礎工事用機械の運転者必携

改訂版　軌道装置動力車運転者必携

ジャッキ式つり上げ機械運転者必携

改訂版　ボーリングマシン運転者必携

自由研削砥石の安全作業

特別教育
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No.121000　　B5判・186ページ・定価1,980円　会員価格1,780円
特にずい道工事に伴うじん肺予防のために、粉じんによる疾病
と健康管理、粉じんによる疾病の防止、呼吸用保護具等につい
てわかりやすく解説しています。

No.121101
B5判・96ページ・定価840円　会員価格760円

※2019年2月 労働安全衛生法施行令等の改正により、安全帯は墜落制止用器具と改められましたが、建災防で発行する図書については、安全活動で定着している安全帯という表記にしています。

No.140301　B5判・75ページ
日本語テキストとのセット・定価2,920円　会員価格2,630円

No.939212
A4判・176ページ・定価3,050円　会員価格2,750円

No.221600　　B5判・90ページ・定価1,170円　会員価格1,050円

特別教育

No.120350　
B5判・143ページ・定価900円　会員価格810円

本テキストは、想定される特別教育対象作業例、安全帯の選定、
装着方法及び関連器具の使用方法並びに事故発生時の措置など
について、特別教育規程に示されたカリキュラムに沿ってわか
りやすく解説しています。
【注】 本テキストでは、「墜落制止用器具」を「安全帯」と表記して

います。

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育用テキスト

No.140101　B5判・75ページ
日本語テキストとのセット・定価2,920円　会員価格2,630円

日本語テキストの要点を翻訳したものです。
特別教育の教材として、日本語テキストとセットでご活用ください。

日本語テキストの要点を翻訳したものです。
特別教育の教材として、日本語テキストとセットでご活用ください。

足場の組立て等作業従事者特別教育用サブテキスト
（ベトナム語版）

建設業における有機溶剤業務の知識
（作業者用テキスト）

No.122100
B5判・109ページ・定価930円　会員価格840円

石綿含有建材を使用した建築物等の解体・改修工事等の作業従
事者に対する特別教育用テキストです。
本書は、平成26年6月1日施行の改正石綿障害予防規則等の内
容に改訂しております。

改正石綿障害予防規則（平成26年6月1日施行）対応版
建築物等の解体・改修工事等における石綿障害の予防

足場の組立て等作業従事者特別教育用サブテキスト
（英語版）

No.141100
B5判・84ページ・定価1,170円　会員価格1,050円

建設現場において酸素欠乏、硫化水素が発生するおそれのある場
所は下水道、ピット、地下室、タンク内、坑内、暗渠等があります
が、こうした場所で作業に従事する者は、発注者、元請、専門工
事業者、労働者の如何にかかわらず特別教育を受講しなければな
りません。本書は「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育用テキ
スト」として建設業に特有の内容を取り入れたものとなっています。

コードNo.141100

建設業における酸素欠乏症等の予防
（特別教育テキスト）

刈払機取扱い作業者に対する教育用テキストです。

改訂初版　　 安全な刈払機作業のポイント
ー刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育テキストー

改訂版　建設業における粉じんによる疾病の防止

本書は、外部足場を中心としたこれまでの「足場の組立て等作
業従事者必携」に内装工事等に使用する移動式足場や脚立足場
等の内部工事用足場を充実させた、※新版の「足場の組立て等
作業従事者必携」です。
墜落・転落災害を防止するための特別教育用またフォローアッ
プ教材として活用できます。
※ 足場の組立て等作業従事者必携-内部工事用足場編-（特別教
育用サブテキスト）は、新版に合本いたしました。

No.120305
B5判・172ページ・定価900円　会員価格810円

新版 足場の組立て等作業従事者必携
－特別教育用テキスト－

NEW

No.121300　　A4判・117ページ・定価1,550円　会員価格1,400円

トンネル作業の安全（シールド編）

No.321400　　A5判・119ページ・定価  980円　会員価格  880円

トンネル作業の安全（推進工事編）

No.121210　　B5判・103ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

トンネル作業の安全（山岳編）

再圧室操作マニュアル

No.121910　　B5判・82ページ・定価1,510円　会員価格1,360円

改訂　潜函作業の安全

厚生労働省より平成22年７月に示された「建設業等において〔携
帯用丸のこ盤〕を使用する作業に従事する者に対する安全教育実
施要領」に基づき、丸のこ等の正しい取扱いや作業方法、丸のこ
等の点検・整備の方法などについて、イラストや写真、災害事例
等を交えてわかりやすく解説しています。

No.221010　
B5判・73ページ・定価1,170円　会員価格1,050円

建設業等における丸のこ等取扱作業の安全
－安全衛生教育テキスト－

労働安全衛生法に基づいて事業主が実施しなければならな
い各種の安全衛生教育（特別教育、職長・安責者教育等）
を修了したことを記録するための手帳です。

No.147000　カードサイズ・14ページ
定価170円　会員価格150円

No.146100　A7判・チャック付
定価110円　会員価格100円

ビニール
ケース

安全衛生教育手帳

正しく使おう フルハーネス型安全帯
フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育用視聴覚教材DVD

　当DVDは、特別教育テキストを補助するための視聴覚教材
として作成しました。
　フルハーネス型の使用方法や点検、災害発生時の措置と救助
方法などを網羅しています。
　当DVDを使用することで、受講者の理解度が深まり、学習
効果を高めることが期待できます。効

DVD No.757000
約53分収録・定価38,630円　会員価格34,800円

No.140201　B5判・54ページ
日本語テキストとのセット・定価2,600円　会員価格2,340円

日本語テキストの要点を翻訳したものです。
特別教育の教材として、日本語テキストとセットでご活用ください。

日本語テキストの要点を翻訳したものです。
特別教育の教材として、日本語テキストとセットでご活用ください。

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育用サブテキスト
（ベトナム語版） NEW

NEW

No.140401　B5判・54ページ
日本語テキストとのセット・定価2,600円　会員価格2,340円

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育用サブテキスト
（英語版） NEW



No.216600　
B5判・413ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

No.111210　
B5判・295ページ・定価1,870円　会員価格1,680円
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運転技能講習テキスト（作業床の高さが10m以上になる機
能を有する）です。

建築鉄骨の組立て作業を中心とした建築鉄骨に関する基礎知
識、建方前の準備工事から建方作業まで、作業方法及び関連
仮設設備の知識等を中心に解説しています。
また、鉄塔・鋼製煙突の組立て作業の基礎知識なども収録し
ています。

コンクリート造工作物の解体作業にあたっての構造物の種類、解体作業を行う時
に確認すべき調査、計画、準備、終結作業、さらに工法ごとの解体、構造物ごと
の解体方法等を中心に解説しています。

No.217100　B5判・289ページ・定価2,440円　会員価格2,200円

No.216110　
A4判・308ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

No.215000　
B5判・357ページ・定価2,910円　会員価格2,620円

No.217200　B5判・359ページ・定価2,440円　会員価格2,200円

木造建築物の構造部材の組立て等に関する作業方法、木
造建築工事に使用される設備・機械・器具についての取
扱い方法・指導などについて解説しています。

No.217300　B5判・355ページ・定価2,440円　会員価格2,200円

石綿作業主任者の業務に必要となる、事前調査の方法、除
去工事の進め方等を分かりやすく解説した作業主任者技能
講習用テキストです。

建築鉄骨の組立て作業のうち鉄塔に関する基礎知識、組立工法とその安全対策を
中心に解説しています。
また、建築鉄骨・鋼製煙突の組立て作業の基礎知識なども収録しています。

運転技能講習テキスト（最大積載量1トン以上）ですが、
特別教育テキスト（最大積載量1トン未満）としても活用
できます。

No.216700　B5判・425ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

酸素欠乏及び硫化水素中毒の防止のため、発生の仕組み・
原因、防止措置、保護具・最新の測定機器の取り扱い、
救急蘇生法等をわかりやすく説明しています。

No.217500　
B5判・228ページ・定価1,950円　会員価格1,760円

No.111510　
B5判・210ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

No.216500　B5判・319ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

No.215720　
A4判・294ページ・定価2,210円　会員価格1,990円

技能講習テキスト（機体重量3トン以上）です。

価格は、消費税込みです。

　労働安全衛生法第14条、第61条に定められる技能講習用テキストです。「作業主任者の職務」、「作業主任者による教育指導」、また、
就業制限業務関係では、機械の構造、取扱い、作業方法などを収録しています。

建築物等の解体・改修等工事における石綿作業主任者テキスト

各種足場の組立て、解体作業にあたっての足場の概要、部
材の種類と許容荷重、組立て方法、墜落防止措置、飛来落
下防止措置等について説明した作業主任者技能講習用テキ
ストです。

改正労働安全衛生規則
対応版（H27.7.1施行）足場の組立て等工事の作業指針

技能講習テキスト（機体重量3トン以上）です。
労働安全衛生法の規制対象となっている「コンクリート圧砕機」、「鉄骨切断機」、
「解体用つかみ機」を網羅した内容になっています。

No.111311　B５判・197ページ・定価1,740円　会員価格1,570円

車両系建設機械運転者教本〔解体用〕技能講習テキスト

高所作業車運転者教本

建築物等の鉄骨組立て等の作業指針（建築鉄骨・その他編）

建築物等の鉄骨組立て等の作業指針（鉄塔・その他編）

コンクリート工作物解体工事の作業指針

本書は作業主任者だけでなく、コンクリート橋架設作業に携わる関係者にとって
も、参考書として活用できるものです。

コンクリート橋架設等の作業指針

No.216400　B5判・282ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

本書は作業主任者だけでなく、鋼橋架設作業に携わる関係者にとっても、参考書
として活用できるものです。

鋼橋架設等の作業指針

作業主任者・技能講習

型枠及び型枠支保工組立て・解体工事の作業指針の改訂版
として、近年使用が増加しているくさび緊結式支保工等の
材料、工法等やリスクアセスメントによる安全対策等を加
え、作業主任者の業務に必要となる新たな知識を分りやす
く解説した作業主任者技能講習用テキストです。

改訂版　型枠及び型枠支保工組立て・解体工事の作業指針

地山の掘削作業主任者又は、土止め支保工作業主任者に選
任するための技能講習用テキストです。

地山の掘削及び土止め支保工組立て等の作業指針

山岳トンネルの掘削等作業の技能講習用教本です。

ずい道等の掘削等作業指針（山岳編）

シールド・推進工事作業主任者用テキストです。

ずい道等の掘削等作業指針（シールド・推進編）

No.217400　B5判・308ページ・定価2,440円　会員価格2,200円

ずい道等の覆工作業の技能講習用テキストです。

ずい道等の覆工作業指針

木造家屋建築工事の作業指針

車両系建設機械運転者教本（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

No.215830　
B5判・376ページ・定価1,870円　会員価格1,680円

新版　酸素欠乏症等の防止＜作業主任者技能講習テキスト＞

No.216320　
B5判・223ページ・定価2,090円　会員価格1,880円

不整地運搬車運転者教本

No.111410　
B5判・185ページ・定価1,740円　会員価格1,570円
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作業員の安全又は衛生を確保
する現場のキーパーソンであ
る職長を対象とした「職長・
安全衛生責任者教育」用テキ
ストです。
労働安全衛生法では、リスクア
セスメントを実施し、労働災害
を事前に防止する措置を取る
ことを定めていますが、リスク
アセスメントの実施方法等に
ついて建設業の特徴を加味し
解りやすく解説しています。

No.135942　A4判・208ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

No.136000
A4判・
94ページ・
定価1,080円　会員価格970円

労働安全衛生法第60条の規定に
基づく低層住宅建築現場における
「職長教育」テキストであり、職
方の「職長」と呼ばれる方を対象
としています。
「発注者が安心して仕事をまかせ
られる作業環境づくり」、「効率的
に仕事を進める技術」をわかりや
すく説明しており、施工と安全の
知識を学ぶことができます。

No.144111　A4判・134ページ
定価2,330円　会員価格2,100円　

労働安全衛生法に定める足場
の組立て等作業主任者能力向
上教育用テキストです。
また、平成27年7月1日から
施行された労働安全衛生規則
の一部改正について詳しく解
説しています。

No.133630
B5判・298ページ
定価1,740円　会員価格1,570円

安全衛生推進者に選任された時
点で行う初任時教育用テキスト
です。
また、平成18年4月1日から施
行された改正労働安全衛生法に、
リスクアセスメントが追加され
たことを受けて、内容を全面改
訂しています。

No.136101
A4判・183ページ
定価1,870円　会員価格1,680円

No.133400
B5判・135ページ
定価1,840円　会員価格1,660円

労働安全衛生法で定める危険有
害業務従事者の安全衛生教育用
として編さんしました。
機種別による安全作業の基本的
操作を中心に、積みおろし作業、
点検・整備時の注意事項のほか、
災害事例の検討手法や関係法令
が網羅されています。

No.133811
B5判・209ページ
定価1,740円　会員価格1,570円

木造建築物の組立て作業に
おける各工法別の作業の方
法、木材加工用機械の各種
類別の取扱い方法等をまと
めています。

労働安全衛生法で定める危険有
害業務従事者の安全衛生教育用
として編さんしました。
機種別による安全作業の基本的
操作のほか、災害事例の手法や
関係法令が網羅されています。

No.133801
B5判・201ページ
定価2,090円　会員価格1,880円

店社安全衛生管理者に選任
された時点で行う初任時教
育用テキストです。
店社安全衛生管理者として
の役割をわかりやすく解説
しています。

No.133900
B5判・294ページ
定価1,170円　会員価格1,050円
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職長・安全衛生責任者
教育におけるリスクア
セスメント部分を抜粋
した教育教材です。リ
スクアセスメントの実
施方法等を、図・表等
を交えてわかりやすく
解説しています。

No.133101　A4判・97ページ
定価1,390円　会員価格1,250円

作業手順書の作成及び災害事例研究のグループ演習用例題各5事例を動画で収録している
DVDです。また、各演習用に使用するサブテキスト（PDF形式）を搭載したCD－ROMを
添付しています。

職長・安全衛生責任者教
育から5年毎に行う行政通
達に基づいた能力向上教
育用テキストです。
グループ演習の例題に対
し、別冊で解答例を添付
しています。

グループ演習Ⅰ　リスクアセスメントを応用した作業手順書の作成 
１．ドラグ・ショベルによる１次掘削作業 ………… （DVD約11分/サブテキストCD-ROM）
２．クレーンによる単管荷上げ作業 ………………（DVD約15分30秒/サブテキストCD-ROM）
３．刈払機による草刈り作業 ……………………… （DVD約8分30秒/サブテキストCD-ROM）
４．長尺物（単管パイプ）の運搬作業 ……………（DVD約6分30秒/サブテキストCD-ROM）
５．可搬式作業台による壁面補修作業  ………… （DVD約12分/サブテキストCD-ROM）

グループ演習Ⅱ　４段階法による災害事例研究 
１．ドラグ・ショベルと土止め用Ｈ鋼との挟まれ災害 ……… （DVD約13分/サブテキストCD-ROM）
２．ルーフファン開口部からの墜落災害 …………（DVD約6分30秒/サブテキストCD-ROM）
３．ドラグ・ショベルによる挟まれ・巻き込まれ災害 ……（DVD約8分30秒/サブテキストCD-ROM）
４．解体用機械による激突災害 ……………………（DVD約7分30秒/サブテキストCD-ROM）
５．壁面補修作業中、可搬式作業台からの墜落災害

……………………（DVD約12分30秒/サブテキストCD-ROM）
No.756000
職長・安全衛生責任者能力向上教育
グループ演習用視聴覚教材　定価55,170円　会員価格49,700円 
DVD（10事例・101分）・CD-ROM（10事例）

CD-ROM

DVD

改 正 労 働 安 全
衛生規則対応版
（H27.7.1施 行 ）

職長・安全衛生責任者の教育

改訂版 
足場の組立て等作業の安全
－能力向上教育用テキスト－

新版 建設業安全衛生推進者の手引
－初任時教育テキスト－

店社安全衛生管理者の手引 新版車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転業務の安全

車両系建設機械（基礎工事用）
運転業務の安全

木造建築物の組立て等作業の安全

※安衛法第19条の2に基づく  能力向上教育 ※第60条の2に基づく  安全衛生教育

新版　職長・安全衛生責任者教育テキスト
－リスクアセスメントを導入した－

改訂版　建設業 職長のためのリスクアセスメント
－レベルアップ教育用テキスト－

第３改訂　低層住宅建築現場における 
わかりやすい日常の安全管理
－職長のための安全衛生教育テキスト－

職長・安全衛生責任者  能力向上教育テキスト 職長・安全衛生責任者能力向上教育
グループ演習用視聴覚教材（DVD/CD-ROM）



年間を通じた
安全衛生活動

実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定

「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上

視聴覚教材
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改正労働安全衛生規則対応版（H27.7.1施行）

足場の組立て等に係る安全衛生教育用DVD
「安心安全な足場づくり」

価格は、消費税込みです。

当DVDは、特別教育テキストを補助する
ための視聴覚教材として作成しました。
フルハーネス型の使用方法や点検、災害
発生時の措置と救助方法などを網羅して
います。
当DVDを使用することで、受講者の理解
度が深まり、学習効果を高めることが期
待できます。

No.755100
77分　
定価42,740円　
会員価格38,500円

No.755101
39分　
定価21,980円　
会員価格19,800円

詳細：P42参照

－外部工事用足場編－ －内部工事用足場編－

DVD

No.757000　約53分収録
定価38,630円　会員価格34,800円

建災防作成オリジナル視聴覚教材

DVD

正しく使おう フルハーネス型安全帯
フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育用視聴覚教材DVD

作業手順書の作成及び災害事例研究のグループ演習用例題各5事例を動画で収録しているDVDです。
また、各演習用に使用するサブテキスト（PDF形式）を搭載したCD－ROMを添付しています。

No.756000
DVD（10事例・101分）・CD-ROM（10事例）
定価55,170円　会員価格49,700円 

グループ演習Ⅰ　
リスクアセスメントを応用した作業手順書の作成 
１．ドラグ・ショベルによる１次掘削作業
２．クレーンによる単管荷上げ作業
３．刈払機による草刈り作業
４．長尺物（単管パイプ）の運搬作業
５．可搬式作業台による壁面補修作業

グループ演習Ⅱ　
４段階法による災害事例研究 
１． ドラグ・ショベルと土止め用Ｈ鋼との挟まれ災害
２．ルーフファン開口部からの墜落災害
３． ドラグ・ショベルによる挟まれ・巻き込まれ災害
４．解体用機械による激突災害
５． 壁面補修作業中、可搬式作業台からの墜落災害

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育の内容（教育カリキュラム）
学科科目
Ⅰ　作業に関する知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１時間
Ⅱ　 墜落制止用器具（フルハーネス型のものに限る。以下同じ。）に
　　関する知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２時間
Ⅲ　労働災害防止に関する知識　　　　　　　　　　　　　　　　　１時間
Ⅳ　関係法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０.５時間

実技科目
Ⅴ　墜落制止用器具の使用方法等　　　　　　　　　　　　　　  １.５時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　６時間

足場の組立て等の業務に係る特別教育の内容（教育カリキュラム）
Ⅰ　足場及び作業の方法に関する知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３時間
Ⅱ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識　　　　　　　　　　　  ０.５時間
Ⅲ　労働災害の防止に関する知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １.５時間
Ⅳ　関係法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　６時間

建設業に従事する職長及び安全衛生責任者の　　　　　
能力向上教育に準じた教育の内容（教育カリキュラム）
Ⅰ　職長等及び安全衛生責任者として行うべき
　　労働災害防止に関すること　　　　　　　　　　１２０分
Ⅱ　労働者に対する指導又は監督の方法に関すること　６０分
Ⅲ　危険性又は有害性等の調査等に関すること　　　　３０分
Ⅳ　グループ演習　　　　　　　　　　　　　　　　１３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　３４０分

グループ演習Ⅱ

移動式足場の組立て作業

グループ演習Ⅰ

ＤＶＤ収録内容の一例

ＤＶＤ収録内容の一例
－内部工事用足場編－

帯の身体保持の構造と特長 落下距離の算定方法

ＤＶＤ収録内容の一例

ＤＶＤ収録内容の一例
－外部工事用足場編－

くさび緊結式足場の組立て作業

DVD CD-ROM

職長・安全衛生責任者能力向上教育
グループ演習用視聴覚教材



年間を通じた
安全衛生活動
実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上
視聴覚教材

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定
「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

No.135600　A4判・477ページ
定価5,140円　会員価格4,630円

No.135605　A4判・324ページ
定価3,440円　会員価格3,100円

国土交通省の推計では、民間建築物の解体工事件数は、今後増加し、
2028年頃にピークを迎えるとされていることから、早急に人材育成
を行わなければならない状況です。
今般、厚生労働省・国土交通省・環境省 告示で示された「建築物石綿
含有建材調査者講習登録規程」が令和2年7月1日付けで改正され、石
綿含有建材に関する事前調査が徹底されることとなりました。
本テキストは、労働安全衛生法令における石綿に関する法規制等の変
遷、書面調査や現地調査における留意点や報告書の作成方法など、石
綿含有建材調査者に必要な知識をわかりやすく取りまとめた内容にな
っています。なお、本テキストは、「建築物石綿含有建材調査者」及び
「一戸建て等石綿含有建材調査者」に分かれており、選択可能です。
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No.122100　
B5判・109ページ
定価930円　会員価格840円

石綿含有建材を使用した建築
物等の解体・改修工事等の作
業従事者に対する特別教育用
テキストです。
本書は、平成26年6月1日施行
の改正石綿障害予防規則等の
内容に改訂しております。

No.135432 
A4判・369ページ
定価3,720円　会員価格3,350円

石綿除去等工事などにかか
わるすべての方を対象に、図
や写真を交えて石綿粉じんば
く露防止対策をわかりやすく
説明しています。
平成26年３月に一部改正さ
れた石綿障害予防規則を受
けて平成26年４月に新たに
制定された「建築物等の解
体等の作業及び労働者が石
綿等にばく露するおそれがあ
る建築物等における業務で
の労働者の石綿ばく露防止
に関する技術上の指針」に
対応しています。

一戸建て等石綿含有建材
調査者講習用テキスト

労働者雇い入れ時の教育（安衛法第59条に基づく）

新規参入者教育用テキスト

建設業新規入場者教育の手引 －進め方と実施例－

建設業専門工事業者のための 送り出し教育の手引

最も新しい建設業専門工事業者のための
安全衛生管理計画作成の手引

建築物石綿含有建材
調査者講習用テキスト

（安全衛生教育）
第五十九条　 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関す

る安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

石綿関連業務

No.142420　
B5判・83ページ・定価680円　会員価格610円

No.100800　
B5判・34ページ・定価580円　会員価格520円

建設業に新たに参入する
方々が、入場間もないう
ちに被災することがない
よう、建設現場における
労働災害防止に必要な最
低限のルールや基礎知識
をまとめた「新規参入者」
のための教育用テキスト
です。

新規参入者教育用テキスト

建設業に不慣れな方々が
安全で健康に働くために

建設業労働災害防止協会（略称：建災防）
けんさいぼう

コード No.100800

建設現場入場直後に労働災害が集
中している現状から、雇入れ時・
送り出し時・新規入場時教育用の
テキストとして本書をとりまとめ
ました。
現場作業で最低限守らなくてはい
けない安全ルールや基本的な知
識、最新の安全衛生情報（解体用
機械やリスクアセスメント）を分
かりやすく解説しています。

No.101600
A4判・29ページ・定価470円　会員価格420円

専門工事業者の安全担当者や現場の職長を対象に、安全衛生管理計
画の具体的な立て方について説明しています。

No.100410　
A4判・35ページ・定価470円　会員価格420円

現場入場後7日以内に労働災害の発生が集中しています。
新規入場者に対する教育の必要性、効果的な教育手法、実施例な
どを盛り込み、新規入場者教育の具体的な進め方としてまとめてい
ます。

No.100700
A4判・44ページ・定価580円　会員価格520円

新規入場者教育に先立つ安全衛生教育を行うことの重要性と手法を
この本から学びとることができます。
「〔現場〕送り出し教育の進め方（CD-ROM)」とセットで使えます
（21ページに紹介）。

建築物等の解体・改修等工事に
おける石綿作業主任者テキスト

～新石綿技術指針対応版（平成26年施行）～
石綿粉じんへのばく
露防止マニュアル

雇入れ時・送り出し時・新規入場時教育用
安全衛生ハンドブック

改正石綿障害予防規則（平成26年6月1日施行）対応版
建築物等の解体・改修工事等に
おける石綿障害の予防 

NEW NEW

NEW

石綿作業主任者の業務に
必要となる、事前調査の
方法、除去工事の進め方
等を分かりやすく解説し
た作業主任者技能講習用
テキストです。

No.217500　
B5判・228ページ
定価1,950円　会員価格1,760円

建築物石綿含有関連
（調査者・技能講習・特別教育）
講習講師用視聴覚教材
（DVD）

令和3年度　
上期完成予定



年間を通じた
安全衛生活動

実施スケジュール

各作業に必要な
資格と関連
テキスト

特別教育

作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上

視聴覚教材

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定

「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

石綿関連業務
雇い入れ時の教育
建設従事者教育

11 価格は、消費税込みです。

建設従事者教育 国交省発注工事において実施する「建設従事者教育」の教材です

詳細：P20参照

No.142711
A6判・79ページ・
定価470円　会員価格420円

No.100130
A4判・21ページ・
定価580円　会員価格520円

「安全管理のポイント」（P20参照）と
2冊セットで
定価580円　会員価格520円
No.142621

詳細：
P20参照

No.142600
A6判・24ページ・
定価230円　会員価格210円
英語版：520円詳細：P10参照

No.142420
B5判・83ページ・
定価680円　会員価格610円

No.142720　
A6判・79ページ・
定価580円　会員価格520円

クレーン機能付きドラグ・ショベルによる
つり荷作業をいかに安全に行うか、イラス
トを交えてわかりやすく説明しています。
また、車両系建設機械の用途外使用に関す
る法令の誤った解釈により、不適切な使用
が引き起こす事故を防止するため、法令の
趣旨・解釈、安全作業の進め方なども記載
しています。

　今般、新版として発刊する本書は、１つの安全対策をテーマに、「改善を必要とする事例（×）」と「改善後の事例（〇）」の写真を対比
させて掲載し、解説（改善が必要な事項）とその根拠となる関係法令等を加え、災害の種類別に編集しました。その他、本書を教育教材に
使用する場合の活用方法例を掲載しています。
　「職長・安全衛生責任者教育」、「建設従事者教育」をはじめとした各種安全衛生教育の教材、現場安全パトロールの参考書、また、建設
現場で安全対策の「見える化」を推進するうえでも本書を有効にご活用ください。

新版　目で見る安全（現場写真集）シリーズ

雇入れ時・送り出し時・新規入場時教育用
安全衛生ハンドブック

続　小さなヒヤリ　大きな危険
あなたの協力、安全職場

安全作業のポイント
（作業員編）

クレーン機能付きドラグ・
ショベルの安全作業

厚生労働省、国土交通省が推奨する当協会実施の
「建設従事者教育」に使用しているテキストです。
建設現場で作業するうえで必要な現場の安全ルー
ル、安全施工サイクルの実施方法、ヒューマンエ
ラー等による災害防止対策などイラストを用いて
わかりやすく解説しています。

建設業における安全作業の決め手
ーこれだけは知っておきたい安全衛生の知識ー

No.136130
B5判・94ページ・81事例
定価1,390円　会員価格1,250円

足場（くさび緊結式、わく組、単管等）、開口部などの墜落・
転落防止措置をテーマとして、「改善を必要とする事例」と
「改善後の事例」の写真を対比し掲載しています。

新版　目で見る安全（墜落防止対策編）

No.136120
B5判・82ページ・100事例
定価1,390円　会員価格1,250円

新版　目で見る安全
（土木工事編）

No.136121
B5判・89ページ・106事例
定価1,390円　会員価格1,250円

新版　目で見る安全
（建築工事編）

No.136115
B5判・86ページ・157事例
定価1,390円　会員価格1,250円

目で見る安全
 第5集〈改訂版〉

「改善が必要な事例
（×）」と類似作業での
「改善後の事例（〇）」
の写真を対比。

解説と根拠となる関係
法令等を加え、労働
災害を防止する安全
上のポイントを分かり
やすく解説。

目で見る安全（土木工事編withコロナ）

令和３年度上期
完成予定

NEW
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CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
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12

　建災防では、建設事業者が建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインに基づいて、労働安全衛生マネジメ
ントシステムを構築し、これを適正に実施しているかどうかを客観的に判断し、適合している建設事業場を認定しています。

コスモス認定を取得した
建設事業場の声
●労働災害の防止を目的としてコスモス
を導入したが、災害が減少し効果が出
ており、当社の安全衛生管理に対して
は発注者の評価も頂けるようになった。

●コスモスを導入したことで現場の人の
意識が変わった。すなわち、安全に対
してすぐ行動できるようになり、安全
に対する意識改革が出てきつつあると
思っている。

建設業の特性を加味した「建設業労働安全衛生マネ
ジメントシステムガイドライン」の内容やシステム
確立の方法、店社、作業所の役割等についてわかり
やすく解説しています。

平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法
によるリスクアセスメントの全ての必要事項を追加
し、コスモスの導入から構築に至るまでの手引書と
して本書を作成いたしました。

常時使用する労働者が50人程度未満である中小規模
建設事業場が、システムを導入する際に使用できる
システムマニュアル及び様式の参考例をわかりやす
く解説しています。これらの参考例を収納したCDを
添付してあり、組織に適した形にリメイクすること
が可能です。

No.883120
サイズ（220×70㎝）　
ポリエステル製
定価￥1,780
会員価格￥1,600

No.883115
サイズ（220×70㎝）　
ポリエステル製
定価￥1,780
会員価格￥1,600

5枚以上 5枚以上

サイズ（12.5×4㎝）  10枚1組
ビニール製
定価 各￥760
会員価格 各￥680

（白）
No.782201

（黄）
No.782202

※ コスモス認定
事業場用

　「コスモス」は、店社と作業所（作業現場）を一体とした組織をシステム確立の単位とするなど、
建設業の特性に対応した唯一の労働安全衛生マネジメントシステムです。
　「コスモス」は、“建設業労働安全衛生マネジメントシステム”の英語表記の頭文字である「COHSMS」を “コスモス”と称したものです。
Construction Occupational Health and Safety Management System

C
コ ス モ ス
OHSMS
とは？

コスモス認定の効果　認定前後の災害指数

コスモス認定の効果

建設業労働安全衛生マネジメントシステム（C
コ ス モ ス

OHSMS）

No.139211　A4判・231ページ
定価2,910円　会員価格2,620円　

No.139510　A4判・180ページ
定価2,910円　会員価格2,620円

No.139600　A4判・131ページ
定価2,620円　会員価格2,360円

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム
（
　 コ ス モ ス 　

COHSMS）取組みの実践

マネジメントシステム
運用中のぼり

〈ニューコスモス〉
建設業労働安全衛生マネジメントシステム
ガイドラインの解説

改訂　－リスクアセスメントを取り入れた－〔建設工事業者のための〕
建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）
構築の手引 CD-ROM付

コスモス認定
事業場のぼり

建設業における労働安全衛生
マネジメントシステム
（コスモス）運用管理
自主点検表作成の手引

マネジメントシステム
実施中ワッペン

中小規模建設事業場向けニューコスモス
〔コンパクトコスモス〕運用の手引き

CD-ROM

No.139330
A4判・68ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

No.139340
A4判・76ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

【注）旧コスモス
ガイドライン
（H18.6.1）対応版】

【注）旧コスモスガイドライン
（H11.11.16）対応版】

【注）旧コスモスガイドライン
（H11.11.16）対応版】
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13 価格は、消費税込みです。

リスクアセスメント

No.133101 A4判・97ページ
定価1,390円　会員価格1,250円

No.101722（建築・設備）
A4判・50ページ・235シート収録
定価4,030円　会員価格3,670円

具体的実施事項を元方事業者と関係請負人又は店社
と建設作業所の役割を明確にする手法を図表やイラ
ストを多用しわかりやすく示しています。

職長・安全衛生責任者教育におけるリスクアセス
メント部分を抜粋した教育教材です。リスクアセ
スメントの実施方法等を、図・表等を交えてわか
りやすく解説しています。

「危険性又は有害性特定標準モデルイラストシート」
をCD-ROMに収録し、自由に書き込み訂正等が可能
です。現場に適した形にリメイクしてリスクアセス
メントの実施や安全衛生教育用教材、チェックリス
ト等として活用できます。

〈電気工事業編〉

No.101800
A4判・128ページ・
定価2,330円　
会員価格2,100円

工事現場の安全担当者が、
安全パトロール時に、自社
のリスクアセスメントによ
るリスクの低減措置を点検
しチェックできる形にしま
した。

No.101501
A4判・62ページ・
定価580円　
会員価格520円

国の指針に基づいて建設作
業所における元方事業者、
関係請負人及び店社、作業
所の役割を明確にしたリス
クアセスメントの導入書と
してとりまとめたものです。

No.101402
A4判・33ページ・
定価700円　
会員価格630円

専門工事業者の職長・
安全衛生責任者を対象
にリスクアセスメント
を取り入れた作業手順
書の作成方法等につい
て玉掛け作業を例に具
体的に解説しています。

No.761202
リスクアセスメントⅡ
B2判（73×52㎝） 
定価￥220　会員価格￥200

50枚以上

No.783301
サイズ（12.5×4㎝）
10枚1組
ビニール製 
定価￥760
会員価格￥680

No.883111
サイズ（240×70㎝）
ポリエステル製
定価￥1,780
会員価格￥1,600

5枚以上

No.101001
A4判・41ページ・
定価1,170円
会員価格1,050円

型枠工事業編

No.101002
A4判・32ページ・
定価1,170円
会員価格1,050円

電気工事業編

No.101003
A4判・39ページ・
定価1,170円
会員価格1,050円

管工事業編

No.101004
A4判・42ページ・
定価1,170円
会員価格1,050円

鉄筋工事業編

No.101005
A4判・54ページ・
定価1,170円
会員価格1,050円

塗装工事業編

No.101006
A4判・42ページ・
定価1,170円
会員価格1,050円

とび・土工工事業編（改訂）

作業手順とリスクアセスメント リスクアセスメントによる現場点検表
（建築編・共通編）〈安全パトロール用〉

リスクアセスメント
のぼり

リスクアセスメントワッペンリスクアセスメントポスター

新リスクアセスメント導入のポイント
－「危険性又は有害性の特定」から
　「リスク低減措置」までの実施－

安全衛生計画と
リスクアセスメント

専門工事業者のための
リスクアセスメントの手引

「危険性又は有害性の特定標準モデル」を
活用した建設業における
リスクアセスメントの進め方　CD-ROM付

改訂版　建設業　職長のための
リスクアセスメント
－レベルアップ教育用テキスト－

建設業のリスクアセスメント
（建設業版マニュアルの解説）

No.101900 A4判・130ページ
定価2,910円　会員価格2,620円

No.101721（土木）
A4判・55ページ・326シート収録
定価3,020円　会員価格2,720円

No.101401
A4判・32ページ・
定価930円　
会員価格840円

WS003
テキストボックス
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令和３年
４月１日
完成予定

令和2年に厚生労働省が公表した「ずい道等建設工事に
おける粉じん対策に関するガイドライン」に基づき改
正をしています。

No.135432　A4判・369ページ
定価3,720円　会員価格3,350円

平成21年4月24日に厚生労働省が新たに策定した
「手すり先行工法等に関するガイドライン」を各項
目ごとに、イラスト、写真の具体例等を示しながら、
わかりやすく解説したもので、手すり先行工法によ
る足場の組立て作業の必読書です。

交通労働災害が多発し問題化していま
す。
「交通労働災害防止のためのガイドラ
イン」に沿い、建設業における交通労
働災害の事例と防止対策をわかりやす
くまとめています。

No.137620　B5判・120ページ
定価1,740円　会員価格1,570円

No.150120　B5判・203ページ
定価1,740円　会員価格1,570円

No.150100　B5判・202ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

No.137400　B5判・151ページ
定価2,090円　会員価格1,880円

No.135610　B5判・130ページ
定価2,490円　会員価格2,240円

平成18年2月10日に厚生労働省が改正した「 足場先
行工法に関するガイドライン」の内容を詳しく述べ
ています。

「斜面崩壊による労働災害の防止の対策に関するガイ
ドライン」に示されている、斜面の点検者に対する安
全教育のためのテキストです。
点検表については、地すべりなどの写真を入れて、確
認しやすいようにいたしました。

石綿除去等工事などにかかわるすべての方を対象に、図
や写真を交えて石綿粉じんばく露防止対策をわかりやす
く説明しています。
平成26年３月に一部改正された石綿障害予防規則を受
けて平成26年４月に新たに制定された「建築物等の解
体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがあ
る建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に
関する技術上の指針」に対応しています。

No.137210　B5判・200ページ
定価2,550円　会員価格2,300円

厚生労働省労働基準局長通達に定められた、木造建
築物解体工事の作業指揮者教育用教材で、解体作業
に必要な基本知識が示されています。

小規模な溝掘削を伴う管渠の敷設等の
工事において、溝掘削作業や溝内作業
中における土砂崩壊による災害を防止
するため、作業者が溝内に立入る前に
土止め支保工を設置する「土止め先行
工法」をわかりやすく解説しています。

No.133501　B5判・142ページ
定価1,840円　会員価格1,660円

平成10年2月16日に改正された労働
安全衛生規則の土石流による危険の防
止等の改正条文、及び「土石流による
労働災害防止のためのガイドライン」
を各項目ごとにわかりやすく解説して
います。

型枠支保工の材料・荷重の組合せ・構
造計画及び応力算定・部材や接合部の
設計、施工計画、施工管理の具体的な
進め方や方法、労働災害防止対策につ
いて解説しています。

※点検表記入例付

No.135700　A4判・138ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

CD-ROM付

技術指針、ガイドラインの解説

土止め先行工法に関する
ガイドラインとその解説

橋梁建設工事における
型枠支保工の安全技術指針

改訂 
建設業におけるわかりやすい
交通労働災害防止対策

改正労働安全衛生規則
（土石流労働災害防止関係）
土石流による労働災害防止
のためのガイドラインの解説

令和3年4月1日施行
ずい道等建設工事における粉じん
対策に関するガイドライン対応版
ずい道等建設工事における
換気技術指針
（換気技術の設計及び粉じん等の測定）

改訂版 木造建築物解体作業の安全 手すり先行工法等に関する
ガイドラインの活用

足場先行工法に関する
ガイドラインの活用の手引

～新石綿技術指針対応版（平成26年施行）～
石綿粉じんへの
ばく露防止マニュアル

斜面掘削工事における
土砂崩壊災害防止対策マニュアル
（建災防統一点検表CD-ROM付）
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建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
リスクアセスメント

現場の統括管理
保護具シリーズ
労働衛生管理、メンタルヘルス対策
早わかり・統計集

現場の安全衛生管理
防止規定

「ポケットサイズの安全」シリーズ

CD-ROM
現場の点検表
専門工事業の安全
安全作業手順

技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

15 価格は、消費税込みです。

建設技術者

　セーフティ・アセスメントは、工
事の施工計画段階で、その安全対策
を事前に評価し、施工中の安全性を
より高めることを目的としていま
す。
　このシリーズは、労働安全衛生
法に定める計画参画者のための技
術書であり、また、施工計画作成者、
工事担当責任者、本支店等の技術・
安全担当者、設計者等にも広く活
用いただけます。

No.330500　B5判・327ページ
定価3,500円　会員価格3,150円

No.230600　B5判・191ページ
定価1,840円　会員価格1,660円

・ビル建築工事の計画の届
出

・施工計画一般
・施工管理一般
・安全衛生のための計画と
管理

・安全施工各論
・必要な労働災害対策

No.230700　B5判・330ページ
定価3,660円　会員価格3,300円

No.130400　B5判・182ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

・PC橋の概要
・PC橋の施工
・施工計画
・安全衛生管理
・設備、作業行動に係わる
労働災害の防止

・公衆災害の防止

No.130200　B5判・153ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

・鋼橋架設工事の概要
・安全管理
・構造物の倒壊防止
・設備、作業行動に係わる労
働災害の防止
・公衆災害の防止
・災害事例

・災害の現状
・斜面崩壊の機構
・調査
・計画、設計
・施工計画
・施工管理
・災害防止対策の実例

No.130300　B5判・381ページ
定価3,660円　会員価格3,300円

・計画の作成
・調査
・設計
・施工計画
・施工管理
・施工計画事例

厚生労働省が公表した指針の
内容を、基礎資料の収集から
基本的安全対策、異常沈下、
酸欠・有毒ガス中毒、高気圧
障害等の特有災害の危険度の
ランク付けと、その危険に見
合った安全対策、アセスメン
トの結果の数値表示まで具体
的、段階的に解説しています。

No.132200　B5判・192ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

厚生労働省が公表した指針の
内容を、基礎資料の収集から
基本的安全対策、倒壊災害に
関する架設計算評価表、墜落
災害・重量物の取扱い災害に
対する安全対策まで、具体的、
段階的に解説しています。

No.132300　B5判・254ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

厚生労働省が公表した指針の
内容を、基礎資料の収集から
基本的安全対策、墜落・転落
災害、重量物の取扱い災害に
関する安全対策、倒壊災害に
関する架設計算評価表まで、
具体的、段階的に解説してい
ます。

No.132500　B5判・223ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

・圧気工法の概要
・調査
・潜函の計画
・圧気シールドの計画
・潜函工事の設備計画
・圧気シールド工事の設備
計画

・施工管理体制
・潜函、圧気シールドの施
工

・高気圧障害

圧気工事の安全

プレストレストコンクリート橋
架設工事の安全

厚生労働省が公表した指針の
内容を、基礎資料の収集から
基本的安全対策、切羽崩壊、
ガス爆発（都市ガス等）、異
常出水等の特有災害の危険度
のランク付けと、その危険に
見合った安全対策、アセスメ
ントの結果の数値表示まで具
体的、段階的に解説していま
す。

No.132400　B5判・250ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

推進工事に係る
セーフティ・アセスメントに関する
指針・同解説

圧気ケーソン工事に係る
セーフティ・アセスメントに関する
指針・同解説

鋼橋架設工事に係る
セーフティ・アセスメントに関する
指針・同解説

プレストレストコンクリート橋架設工事に係る
セーフティ・アセスメントに関する
指針・同解説

厚生労働省が公表した指針の
内容を、基礎資料の収集から
基本的安全対策、切羽崩壊、
噴発、酸欠、有毒ガス中毒、
高気圧障害等の特有災害の危
険度のランク付けと、その危
険に見合った安全対策、アセ
スメントの結果の数値表示ま
で具体的、段階的に解説して
います。

No.132100　B5判・226ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

圧気シールド工事に係る
セーフティ・アセスメントに関する
指針・同解説

切取工事の安全

鋼橋架設工事の安全

ビル建築工事の安全

開削工事の安全

セーフティ・アセスメントの解説
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資格と関連
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作業主任者・技能講習
職長・安責者
能力向上
視聴覚教材
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雇い入れ時の教育
建設従事者教育

建設業労働安全衛生
マネジメントシステム（コスモス）
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技術指針、ガイドラインの解説
建設技術者
S・Aの解説

現場の安全衛生管理
防止規定
「ポケットサイズの安全」シリーズ
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16

̶リスクアセスメントを取り入れた̶
建設業における 現場管理者のための

統括管理の手引統括管理の手引統括管理の手引

建設業労働災害防止協会（JCOSHA）

コード No.135312

改正労働安全衛生規則等対応版（2019年2月1日施行）

統括管理（統責者）講習用テキストです。
作業所長、工事現場の責任者などの工事担当
者向け手引書です。
統括管理の意義と責任など、統括管理の具体
的な進め方やリスクアセスメントの実施方法
についても法改正に対応してわかりやすく解
説しています。
平成26年6月の労働安全衛生法の一部改正
による法令情報を追加しました。

No.135312
B5判・185ページ
定価1,980円　会員価格1,780円

安全施工サイクル運動として、建設業労働災
害防止実施事項の中で提唱されています。
本書は、毎日、毎週、毎月の安全施工サイク
ルの具体的な進め方をわかりやすく解説して
います。
「元方事業者による建設現場安全管理指針の解
説」、コスモスに取り入れられています。

No.135100　B5判・30ページ
定価1,170円　会員価格1,050円
No.135110　英語版：
定価4,190円　会員価格3,770円
No.135111　中国語版：
定価4,190円　会員価格3,770円

「元方事業者による建設
現場安全管理指針」の各
項目ごとに、実際に取り
組まれている事例や安全
管理のために必要な各種
書類の様式が、取りまと
められています。
同指針の達成に向けて取
り組むときの参考図書で
す。

厚生労働省において策定
された「元方事業者によ
る建設現場安全管理指
針」を各項目ごとに、そ
の目標とする事項の例等
を示しながら解説したも
ので、同指針の理解に最
適です。

建設業における「安全管
理者選任時研修」講習用
教材として、建設業に特
化して作成したもので
す。本書にリスクアセス
メントを取り入れ、新た
に発刊いたしました。

No.134101
B5判・222ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

No.137100
B5判・177ページ
定価1,410円　会員価格1,270円

No.137000
B5判・86ページ
定価1,190円　会員価格1,070円

取付設備への
フックの掛け方（例）

新版 正しく使おう安全帯

正しく使おう安全衛生保護具
保護帽／保護めがね編

正しく使おう安全衛生保護具
作業用手袋

正しく使おう安全衛生保護具
安全靴、プロテクティブスニーカー／耳栓・イヤーマフ

防じんマスクの正しい使い方
－防じんマスクの適正な使用に関する教育テキスト－

現場の統括管理

No.145020
A6判・41ページ・定価390円　会員価格350円

No.145110　A5判・27ページ・定価290円　会員価格260円

No.145120　A5判・22ページ・定価290円　会員価格260円 No.135630　B5判・32ページ・定価410円　会員価格370円

（安全靴、プロテクティブスニーカー／耳栓・イヤーマフ）

安全衛生保護具シリーズ 正しく知る、正しく使う

No.145100　A5判・32ページ・定価290円　会員価格260円

安全帯を正しく使用するため、フルハーネス型
と胴ベルト型について、２０１９年２月の法令
改正を受け、作業における選定方法、それぞれ
の種類の特徴、フックの掛け方、正しく使用す
るための「作業前点検表」を入れ分かりやすく
イラスト、写真で解説しています。
新規雇入れ時の教育、特別教育のフォローアッ
プ教材などに活用できます。

－リスクアセスメントを取り入れた－
建設業における現場管理者のための 統括管理の手引

改訂 安全施工サイクル

改訂版
建設業における安全管理者の手引

「元方事業者による建設現場安全管理指針」
の具体的進め方
（指針達成に向けての事例）

元方事業者による建設現場
安全管理指針の解説
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資格と関連
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職長・安責者
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雇い入れ時の教育
建設従事者教育
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17 価格は、消費税込みです。

労働衛生管理

一酸化炭素中毒・高気圧障害防止

No.138100
B5判・115ページ
定価2,030円　会員価格1,830円

No.138110
B5判・72ページ
定価1,350円　会員価格1,220円

No.138140
A5判・14ページ
定価290円　
会員価格260円

本テキストは、健康KYと無記名ストレ
スチェックの実施方法の解説を中心に、
建設事業者が行うべきメンタルヘルス
対策の進め方について、その必要性や
背景について説明しています。
また、テキスト後半の第２部では、
Q&A方式で具体的な事例をまじえなが
ら、わかりやすく解説いたしました。

令和3年度上期改訂予定

令和3年度上期改訂予定
建設現場における唯一のメンタルヘルス対策、「建災防方式健康KYと無記名スト
レスチェック」。これを現場で負担なく実施するためのマニュアルを作成しました。
本マニュアルでは、現場での具体的な進め方について図表や事例を多く用いなが
ら、すぐにアクションに移せるよう分かりやすく解説しています。特に、無記名
ストレスチェックの実施から職場環境改善に至る手順をパッケージ化しました。
そして、現場で簡単に職場環境改善活動を行えるように、必要なツール類を整え、
無記名ストレスチェックの集計分析プログラム等を開発し、添付のCD-ROMに収
録しました。このマニュアルを活用して建設現場の快適化を目指しましょう。

無記名ストレスチェックの実施結果によるリスク
低減措置（職場環境改善活動）の参考になるよう
30の職場環境改善チェック項目毎に、各社の事例
（約230例）を写真や図等を活用して分かりやすく
まとめたものです。
｢建設現場の職場環境改善マニュアル｣
と合わせて、ご活用ください。

本テキストは、精神障害発症に関
し、使用者の安全配慮義務違反が
問題となった判例及び裁判例等を
取り上げ、使用者がその対策を講
じる場合に留意すべきポイントを
整理し、わかりやすく記載してい
ます。

自分で確認できる疲労
度チェックとすぐに実
践できるストレス対処
方法をイラストでわか
りやすく解説しており、
現場で行う研修や周知
啓発資料等、広く活用
できます。

No.236520　
B5判・109ページ
定価1,740円
会員価格1,570円

No.236512
B5判・24ページ
定価570円　
会員価格510円

No.142810
A6判・13ページ
定価220円
会員価格200円

「自分で出来る簡単熱中
症危険度判定チャート」
付き

「熱中症に関する健康状態自己チェック
シート」付き

監修：（独）労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所特任研究員
澤田 晋一
（元 国際情報・研究振興センター長）

CD-ROM

建設現場等で熱中症を防ぐために！
［雇入れ時又は新規入場時教育用］ －作業者用テキスト－

No.137610
A4判・139ページ
定価1,060円　会員価格950円

No.236420
B5判・223ページ
定価2,440円　会員価格2,200円

高気圧室内作業主任者免許試験受験用テキストです。
圧気工法による工事における高気圧障害の予防を、技術的事
項、医学的知識を中心に解説しています。

厚生労働省労働基準局長の通達に定められた一酸化炭素中
毒予防作業責任者用教材です。必要な作業管理、作業環境
管理等についてわかりやすく解説しています。

建設業における一酸化炭素中毒予防マニュアル 改正 高気圧作業安全衛生規則（平成27年4月1日施行対応版）
高気圧作業安全衛生の手引 －作業主任者講習テキスト

熱中症に注意 ！！
予防対策テキストのご案内 

CD-ROM

熱中症予防

No.138120　
B5判・130ページ・定価2,710円　会員価格2,440円

建設業におけるメンタルヘルス対策

熱中症対策用品は25、26ページに掲載しています。

平成28年2月29日付け厚生労働省通達により、建設業等を中心にWBGT値（暑さ指数）の活用や熱中症予
防対策等（指導員・管理者及び作業者に対する教育カリキュラム）が示されたため、通達に対応した新版を
発刊いたしました。

No.138130　B5判・11ページ
定価1,590円　会員価格1,430円

建設業等における熱中症の予防
（指導員・管理者用テキスト）

 建設現場の職場環境改善マニュアル（CD-ROM付）
－「建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック」の活用－

建設現場における
職場環境改善事例集（CD-ROM）

新型コロナウイルス感染症対策を
実施している建設現場等で
熱中症を防ぐためのポイント

労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が平成27年12月1日に施行されたことにより、建設事業者が行うべきメンタルヘルス対策に
関するテキストを発刊いたしました。

建設業におけるメンタルヘルス対策の進め方
－現場で実践！建災防方式健康KYと
無記名ストレスチェック－

裁判例から学ぶ建設業のメンタルヘルス
－統括管理・安全配慮義務・メンタルヘルス
この３つのキーワードの関係を解き明かす－

建設工事従事者のための
セルフチェック・
ハンドブック
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No.136510
B5判・270ページ・
定価1,740円　会員価格1,570円

No.136500
B5判・90ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

No.137300
B5判・161ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

建設現場で働く人たちの腰痛を予防するための作業管理者のマニュア
ルとして最適です。

厚生労働省が策定した「職場における腰痛予防対策指針」
にそって、建設現場での具体的な腰痛予防対策をわかりや
すくまとめ、腰痛予防について重点的にその対策を示した
ものです。

厚生労働省において策定された「事業者が講ずべき快適な
職場環境の形成のための措置に関する指針」を具体的な事
例を示しながらわかりやすく解説しています。

腰痛予防・快適職場

18

店社や現場における、安全衛生の法令の考え
方やその他の疑問に安全管理士、衛生管理士
が答えています。
図面や写真を多く取り入れて、わかりやすく
しました。
質問件数107件。

No.136270
A4判・68ページ
定価2,580円　会員価格2,320円

No.134010
A4判・121ページ
定価1,740円　会員価格1,570円

以下の項目について関係法令等を交えQ&A形式で
わかりやすく解説しています。
　安全衛生管理体制
　機械器具・設備等に関する安全措置
　建設機械・クレーン等に関する安全措置
　有害物等に関する安全衛生措置
　労働者の就業措置　　　　計画の届出等
　安全衛生活動・その他　　保護具等
　質問件数72件

No.134011
A4判・131ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

No.142448 （令和2年度版）
A5判・223ページ・
定価580円　会員価格520円

国のデータをもとに、工事の種類に分類した
データなど、2018年における労働災害の発
生状況や死亡災害事例を掲載しています。
死亡災害事例については、絞り込みや検索す
るために、データをダウンロードできます。

＜掲載内容＞
　①  建設業における労働災害統計等（令和元年確

定値）
　②  第8次建設業労働災害防止対策5カ年計画等
　③  コスモスの導入・実施等（中小規模事業向け

コンパクトコスモス）
　④  災害事例に学ぶ安全対策（各作業における災

害事例と再発防止ポイント）
　⑤  その他「作業に必要な資格一覧」、「最近の主

要行政通達」等

6月中旬発行予定
2021年度版は

安全衛生Q＆A

早わかり・統計集
令和2年度版　建設業安全衛生早わかり 2019年版建設業災害統計資料集

労働衛生管理

建設業における腰痛予防対策マニュアル
腰痛予防管理者用労働衛生教育テキスト

建設業の安全衛生Q&A 建設現場の安全衛生　Q＆A

建設現場での腰痛予防 －職場における腰痛予防対策指針のポイント－

建設業における快適職場づくりのすすめ方
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19 価格は、消費税込みです。

現場の安全衛生管理

新版　目で見る安全「現場写真集」

足場、開口部などからの墜落・
転落防止措置に加え、2019
年2月1日施行のフルハーネ
ス型安全帯による墜落防止措
置をテーマにしています。
「フルハーネス型安全帯使用
作業特別教育」、「足場の組立
て等作業教育」のサブテキス
ト、現場安全パトロールの参
考書、また、建設現場での安
全対策の「見える化」を推進
するうえでも活用できます。

　今般、新版として発刊する本書は、１つの安全対策をテーマに「改善を必要とする事例（×）」と「改善後の事例（〇）」の写真を対比させて掲
載し、解説（改善が必要な事項）とその根拠となる関係法令等を加え、災害の種類別に編集しました。その他、本書を教育教材に使用する場合の
活用方法例を掲載しています。
　「職長・安全衛生責任者教育」、「建設従事者教育」をはじめとした各種安全衛生教育の教材、現場安全パトロールの参考書、また、建設現場で
安全対策の「見える化」を推進するうえでも本書を有効にご活用ください。

No.136130
B5判・94ページ・81事例
定価1,390円　会員価格1,250円

「建設業労働災害防止規程の解説」内容の例

労働災害防止団体法において、建設業労働災害防止協会会員が自主的安全
衛生模範として順守することが定められている「建設業労働災害防止規程」
の理解を深め一層の周知と順守を促進するための解説書です。
各規定についてイラストで分かりやすく解説し、関係法令や関連図書につ
いても紹介しています。

No.152100
A４判・343ページ・
定価2,710円　会員価格2,440円

「改善が必要な事例
（×）」と類似作業での
「改善後の事例（〇）」
の写真を対比。

解説と根拠となる関係
法令等を加え、労働
災害を防止する安全
上のポイントを分かり
やすく解説。

新版「目で見る安全」（墜落防止対策編） 目で見る安全 第5集
〈改訂版〉

建設業労働災害防止規程の解説

土木工事編の一例 建築工事編の一例

新版　目で見る安全（土木工事編） 新版　目で見る安全（建築工事編）

建設業労働災害防止規程

No.136121　B5判・89ページ・106事例
定価1,390円　会員価格1,250円

No.136120　B5判・82ページ・100事例
定価1,390円　会員価格1,250円

「建設業労働災害防止規程の解説」内容の例

No.136115
B5判・86ページ・157事例
定価1,390円　会員価格1,250円

目で見る安全
（土木工事編withコロナ）

令和３年度
上期完成予定

NEW
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No.142711
A6判・79ページ
定価470円　会員価格420円

建設現場で作業するうえで
必要な安全ルール、作業者
自身の服装・心がまえ、日
常のヒヤリハットの事例を
イラストを用いてわかりや
すく解説しています。
作業者が携帯しやすく、
「建設工事に従事する労働
者に対する安全衛生教
育」（6時間教育）用に使用
され、また、日常作業の安
全管理や新入社員教育用と
しても活用できます。

No.142700
A6判・79ページ
定価470円　会員価格420円

労働災害を起こさな
いための安全のルール
や安全の心得などをイ
ラストを使ってわか
りやすくまとめてい
ます。

新規入場者や現場
従事者の教育用教
材です。

No.142600
A6判・24ページ
定価230円　
会員価格210円

No.142601
英語版：
定価580円　
会員価格520円

「安全管理のポイント」と
2冊セットで
定価580円　
会員価格520円
No.142621

安全衛生責任者・職
長が、工事現場での
作業者への指導や災
害防止のためのポイ
ントをイラストを使
ってわかりやすくま
とめています。
安全確保の進め方や
現場での教育の参考
資料として活用でき
ます。

No.142612
A6判・61ページ
定価410円　
会員価格370円
No.142611
英語版：
定価580円　
会員価格520円

「安全作業のポイント」と
2冊セットで
定価580円
会員価格520円
No.142621

「三大災害の防止」を
作業ごとに分けて、そ
れぞれ安全のポイント
を示しています。
また、「職業性疾病の
予防」についても予防
のポイントを示してい
ます。

No.142630
A6判・71ページ・定価410円　会員価格370円

（続 小さなヒヤリ）

建設現場で作業するうえで必要な現場の安全ルール、安全施工サイク
ルの実施方法、ヒューマンエラー等による災害防止対策などイラスト
を用いてわかりやすく解説しています。
本テキストは、厚生労働省、国土交通省が推奨する当協会都道府県支
部が実施している「建設従事者教育」にも使用しています。

（小さなヒヤリ）

No.142720
A6判・79ページ・定価580円　会員価格520円

作業者向けとしてカラーイラストで、管理・特性・作業前・
作業中・作業終了後の取扱い注意と災害事例をまとめています。

〈油圧ショベル編〉

A6判　49ページ・定価390円　会員価格350円

（1）油圧ショベル編
No.142500

現場の安全作業・安全衛生管理「ポケットサイズの安全」シリーズ
建設業における安全作業の決め手
－これだけは知っておきたい安全衛生の知識－

現場災害防止のポイント
－三大災害防止・職業性疾病予防－

続 小さなヒヤリ 大きな危険
あなたの協力、安全職場

建設機械の作業の安全
－労働災害をおこさないために－

小さなヒヤリ 大きな危険
あなたの努力で笑顔の職場

安全管理のポイント
（安全衛生責任者・職長編）

安全作業のポイント
（作業員編）

あなたのお名前

コード  No.142700

なまえ

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を含む
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B5判・１冊30枚
ビニールケース　
下敷付
定価 各170円　
会員価格 各150円
一枚ずつはがして使えます

No.144420
A4判・32ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

No.144210
A4判・67ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

No.144101　「ブルドーザ（履帯式）」
No.144102　「モータグレーダ」
No.144104　「トラクタショベル（ホイール式）」
No.144108　「油圧ショベル（履帯式）」
No.144118　「ロードローラ（油圧式）」

No.144119　「ロードローラ（機械式）」
No.144120　「タイヤローラ（機械式）」
No.144122　「振動ローラ（手押型）」
No.144123　「振動ローラ（搭乗型）」

No.101800
A4判・128ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

改正労働安全衛生規則対応版（H27.7.1施行）

価格は、消費税込みです。

教えます！講師のノウハウ　
〈安全衛生教育の進め方〉CD-ROM付

現場の点検表

わく組足場、単管足場等、足場の組立て後
等の点検表です。
付属のCD-ROMで、各現場に即した点検表
に加工することができます。
平成27年7月施行の労働安全衛生規則の一
部改正により内容を改訂いたしました。※
点検表記入例付

店社や現場の安全衛生管理を、効率的か
つ効果的に進めることのできる点検表（チ
ェックリスト）です。
安全管理の上で、特に重要と思われるポ
イントを整理し、シンプルな内容にしま
した。

工事現場の安全担当者が、安全パトロ
ール時に、自社のリスクアセスメント
によるリスクの低減措置を点検しチェ
ックできる形にしました。 

安全衛生教育用CD-ROM

足場の組立て後等安全点検表
〈建災防統一足場点検表〉
CD-ROM付

点検表を使ったわが社の安全管理（建築編） 車両系建設機械　使用前点検表

リスクアセスメントによる
現場点検表
（建築編・共通編）
〈安全パトロール用〉

No.142130　B5判・16ページ
定価2,330円　会員価格2,100円

No.939150　18分
定価9,190円　会員価格8,280円

送り出し教育の
方法をCDにしま
した。
「送り出し教育の
手引」とセット
で使えます。（10
ページに紹介）

指導の達人になるために
・仕事を教えるとは
・教えるときの8つのコツ
・教え方の4つの段階
・よい指示の与え方
・よい人間関係をつくるには
　 [すべて動画です]
職長の部下への指導の良い事例、悪い事例が示さ
れて、楽しく指導の技術を高めることができます。
職長・安責者教育用教材です。

No.142120　B5判・16ページ
定価1,170円　会員価格1,050円

No.142110　定価1,740円　会員価格1,570円

ウインチ（巻き上げ機）の特別教育時に講師が使用
する教材として「ウインチ運転者必携」※（テキスト）
に合わせて作成されています。
※P5参照

実技訓練で現在使用している「陽圧形酸素呼吸器
オキシゼム１１」の各部の構造と点検→組立・検
査→着装・脱装、使用後の点検整備（分解整備・
定期点検の要点）を動画にして収録しています。
実技の再教育用としても最適です。

No.142310　定価9,300円　会員価格8,380円

各種教育の講師として求めら
れる教育技法のノウハウを
CD-ROMにまとめました。

・基本編
・安全衛生教育の必要性
・教育ニーズの把握
・教育の種類と
カリキュラムの作成

・実施・運営
・教育効果の把握
・教育技法編

[すべて動画です]

ウインチ特別教育講師用パワーポイント
＜ウインチのCD-ROM＞

ずい道等救護技術管理者研修用
CD-ROM
〈陽圧形酸素呼吸器オキシゼム11取扱い手順〉

〔現場〕送り出し教育の進め方　
CD-ROM

めざせ！指導の達人
－職長による指導と教育－ CD-ROM付
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毎日の作業について、作業ステップごとにそれぞれの作業の急所、危険のポイント、安全対策を取り上げ、作業の手順に従ってまとめました。安全
ミーティングに活用したり、作業主任者や職長が危険予知活動、安全パトロールを行うときの参考資料、また新入社員教育の教材としても最適です。

専門工事業の安全

現場パトロール 現場便利帳、チェックポイント・シート集

No.101150
A4判・64ページ
定価520円　会員価格470円

機械土木工事の
安全作業手順基礎工事の
掘削・積込み作業

No.101140
A4判・32ページ
定価520円　会員価格470円

機械土木工事
埋戻・軽圧作業の
安全作業手順

No.101130
A4判・41ページ
定価520円　会員価格470円

車両系建設機械の安全作業手順

No.101120
A4判・53ページ
定価520円　会員価格470円

鉄骨造構造物解体
工事の安全作業手順

No.101110
A4判・54ページ
定価520円　会員価格470円

鉄筋コンクリート造
構造物解体工事の安全作業手順

No.101100
A4判・34ページ
定価410円　会員価格370円

木造家屋解体工事の安全作業手順

目で見るシリーズ

安全衛生責任等の自主的安全衛生管理の効果的な進め
方、ポイントについて、具体的な事例をイラスト、図
表などを使って、わかりやすく解説しています。

経営者としての安全衛生管理上の責任を、イラスト、
図表等で、わかりやすく解説しています。

No.100501
A4判・31ページ・定価810円　会員価格730円

No.100502
A4判・39ページ・定価810円　会員価格730円

建設業専門工事業者のための目で見る
自主的安全衛生管理マニュアル
〈店社・現場で実施すべき自主管理のポイント〉

建設業専門工事業者のための目で見る
経営者安全衛生セミナー
〈社長さんの安全管理〉

No.144320
手帳サイズ・94ページ・
定価930円　会員価格840円

No.142590
A4判・33ページ・
定価520円　会員価格470円

No.144300
A4判・33ページ・
定価520円　会員価格470円

道路舗装作業における不安全
行動の防止対策を中心に、シ
ンプルで分かりやすいシート
集です。

現場で労働安全衛生法が気にな
ったり、資格者や教育が気にな
ったときがありませんか。
その場で必要な事がわかる、現
場の管理者にとても便利な手帳
サイズの冊子です。

安全パトロール及び現場にお
ける作業管理に必要な工事別
安全管理のチェックポイント
シート集です。

現場管理者便利帳 道路舗装工事
〈アスファルトコンクリート〉
安全管理のチェックポイント

道路舗装工事
（アスファルトコンクリート）のための
工事別・職種別安全対策シート



・吸水速乾、UV、接触冷感、抗菌防臭
・給水も可能なので、熱中症にも。

令和3年4月
販売開始予定

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材
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NEW

○○ 建設（株）

○○ 建設（株）

7.5×6cm
ビニール製

化粧箱サイズ
16×4×2cm

○
○
 建
設（
株
）

※社名印刷対象外

 新型コロナウイルス感染症予防を啓発するための様々な用品を取り扱っています。

300×200×0.35mm厚
PP合成紙ステッカー

色：黒　
展開サイズ：F
素材： ポリエステル85%、

ポリウレタン15%　

色：黒　
サイズ：
（約）縦49×横24cm
主素材：
ポリエステル100%

34×85cm　綿製

No.144010  
A4判　表面PP貼（マット加工）
1枚　定価￥60　会員価格￥50

各1枚　定価￥1,340　
会員価格￥1,210

No.142810　
1冊　A6判・13ページ
定価￥220　会員価格￥200

No.783110　5枚1組　
定価￥510　会員価格￥460

No.787621
定価￥1,170　
会員価格￥1,050

No.880510　10本1組
定価￥3,560　
会員価格￥3,210

No.761950　B2判

定価各￥220　会員価格各￥200 50枚以上

10組以上

240×70cm
ポリエステル製

5枚以上

※装着イメージ、提案は黒です

No.985302
（手洗・ウガイ励行）

令和3年4月
販売開始予定

チェックリスト
（集計用）を無料
でダウンロード
することができ
ます。

新型コロナウイルス感染症
対策実施中ワッペン

シチズン電子体温計

LOGOS by Lipner クールフェイスマスク

LOGOS by Lipner
マナーフェイスマスク（チューブ型）

No.883140 No.883150
定価各￥1,780　
会員価格各￥1,600

新型コロナウイルス感染症対策用品

粧箱サイズ
6×4×2cm

目で見る安全
（土木工事編withコロナ）

令和３年度
上期完成予定

令和３年
１月完成
予定

NEW

NEW

No.761960　B2判

新型コロナウイルス感染症拡大防止
チェックリスト（現場監督者用）

新型コロナウイルス感染症対策を
実施している建設現場等で
熱中症を防ぐためのポイント

新型コロナウイルス感染症
対策実施中のぼり

感染症リスク回避のぼり

感染症予防注意喚起ステッカー ３密を無くそう
～コロナウイルス対策～ タオル

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策ポスター

感染症リスク回避ポスター

令和３年１月
完成予定

価格は、消費税込みです。

NEW

NEW

No.985301
（手洗励行）



クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材
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※社名印刷対象外

NEW NEW

安全作業のポイント

安全管理のポイント

外国人教育用教材

No.140101　
（ベトナム語版）
日本語テキストとのセット
定価2,920円　
会員価格2,630円

No.985301
（手洗励行）　
（英語版）
定価1,340円　
会員価格1,210円

No.135110　
（英語版）
定価4,190円　
会員価格3,770円

No.140301　
（英語版）
日本語テキストとのセット
定価2,920円　
会員価格2,630円

No.140201　
（ベトナム語版）
日本語テキストとのセット
定価2,600円　
会員価格2,340円

No.140401　
（英語版）
日本語テキストとのセット
定価2,600円　
会員価格2,340円

No.985302
（手洗・ウガイ励行）
（英語版）
定価1,340円　
会員価格1,210円

（作業員編）

（安全衛生責任者・職長編）

No.135111　
（中国語版）
定価4,190円　
会員価格3,770円

No.142611　
（英語版）
定価580円　
会員価格520円

No.142601　
（英語版）
定価580円　
会員価格520円

外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識をユニバーサルデザ
インに全面改訂！

定価730円　会員価格660円

サイズ：450×300×1mm
材質：エコユニボード（穴4スミ）

（5）安全帯使用

NEW

No.675105

No.675116

No.675102

No.675110

No.675119

No.675106

No.675113

No.675122No.675117

No.675103

No.675111

No.675120

No.675107

No.675114

No.675123

No.675101

No.675109

No.675118

No.675104

No.675112

No.675121

No.675108

No.675115

No.675124

（1）頭上注意

（9）最大積載荷重

（18）酸欠注意（17）AED設置場所（16）担架

（2）足もと注意

（10）消火器

（19）安全通路

（3）開口部注意

（11）喫煙所

（20）昇降階段

（4）感電注意

（12）禁煙

（21）休憩所

（7）立入禁止

（14）駐車禁止

（23）警報設備

（8）整理整頓

（15）墜落注意

（24）有機溶剤使用中

（6）保護帽着用

（13）火気厳禁

（22）路肩注意

足場の組立て等作業従事者
特別教育用サブテキスト
（ベトナム語版／英語版）

感染症予防注意喚起ステッカー

建災防統一安全標識（日、英、中、ベトナム4ヶ国語）

フルハーネス型安全帯使用作業
特別教育用サブテキスト
（ベトナム語版／英語版）

安全施工サイクル



5枚以上

B2判（73×52cm）　定価 各￥220　会員価格 各￥200

50枚以上

付属の温湿度計（両面テ
ープ付）を貼付けて、ご
使用下さい。
屋内又は軒下等に掲示を
お願いします。（直射日光
下では温湿度計の数値は
参考になりません。）

◆サイズ（60×30㎝）
◆アルミ・樹脂複合板
◆温湿度計付

No.974908 
定価￥3,720　会員価格￥3,350

・ 熱中症の注意レベルを４
種類のアラーム音と数値
でお知らせ
・黒球式だから、日射や輻
射熱も測定
・インフルエンザの流行し
やすい状態も２段階の注
意レベルでお知らせ

No.974933
定価￥13,560　会員価格￥12,220

No.974909
定価￥40,240　会員価格￥36,250

WBGT-213A
熱中症を予防するためには、WBGT
（環境温度を総合的に評価する指標）
を測定して、暑熱の程度を知り、適
切に管理する必要があります。
ハンディタイプの熱中症指標計
「WBGT-213A」は、簡単な操作で
WBGTで気温・相対湿度・輻射温度
を瞬時に測定できます。

No.761622
熱中症防止
（WBGT）

No.761620
熱中症防止

No.761621
熱中症防止Ⅱ

イラストと文字でわかりやすい！
着脱が簡単なマジックテープ使用。

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

No.883108　
定価￥1,780　会員価格￥1,600
ポリエステル製（200×70cm）

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

STOP! 熱中症クールワークキャンペーン実施中ポスター、のぼり

※社名印刷対象外

No.761623
STOP！ 熱中症No1

No.761624
STOP！ 熱中症No2

No.761960
STOP！熱中症
クールワーク

キャンペーンポスター

No.883150
STOP！熱中症
クールワーク
キャンペーンのぼり
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B2判（73×52cm）　定価 各￥220　会員価格 各￥200

No.883107
ポリエステル製
（220×70cm）
定価￥1,780　会員価格￥1,600

2021年5月1日から9月30日まで、熱中症の予防に係るキャンペーン期間です。

ポリエステル製
（220×70cm）
定価￥1,780
会員価格￥1,600

のぼり・横幕

クールワークキャンペーン用品

ポスター

熱中症対策標識

熱中症アラーム
（黒球式熱中症指数計）TC300

熱中症ワンタッチ取付標識 熱中症指標計

令和３年
４月完成
予定

令和３年
４月完成
予定

人に備わっている発汗による冷却システムを最大限サポート！炎天下での熱中症防止に！

チタン加工製空調服 NA-101
No.974940  
定価￥26,410　
会員価格￥23,790

高視認性空調服セット
（蛍光イエロー／オレンジレッド）
No.974941  
定価￥39,070　
会員価格￥35,200

使い切り空調服セット
（ホワイト）
No.974942

定価￥24,420　
会員価格￥22,000

保冷剤Nクールパック
（4個入り）
No.974943
定価￥7,650　
会員価格￥6,890
40℃の環境で4時間使用可能

Nクールベスト
（4個入り）
No.974944  
定価￥9,120　
会員価格￥8,220
保冷剤専用ベスト

熱中症対策空調服

保冷剤 ク パ ク

No.883308
（8）防ごう

No.883309
（9）気をつけよう

サイズ
（180×45cm）
ターポリン製
定価
各￥2,010
会員価格
各￥1,810

10枚以上

ビニールのぼり

サイズ
（60×45㎝）
ビニールター
ポリン
（裏面マジック
テープ付）

No.974907 　
定価￥960　会員価格￥860



墜落・転落撲滅キャンペーンポスター（8月1日～9月10日）
ー足場上作業の作業開始前点検・フルハーネス型安全帯の適正な使用ー

総重量：約65g
色：ブルー/オレンジ
サイズ：約幅30×長さ100cm
収納サイズ：約直径5×高さ10.5cm
主素材：UFマイクロファイバー
注）タオルの余った部分は、
　　襟元に入れてご使用ください

No.988014（ブルー）　
No.988014-01（オレンジ）

・ 水で濡らすだけでひんやり冷たい熱中症対策
・ 乾いた状態でもやわらかく、汗や水分を強力吸収
・ 頭に巻ける長めの100cmサイズ
・収納ケース付き

「後頭部の冷却」「前頭部の汗とり」
「ヘルメット内の汚れ防止」の一着3役！
・抗菌・防臭・超吸収性繊維を使用
・水洗い後、繰り返し使用可能
・後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード 
吸収で2～3時間持続

・後頭部に反射材付

No.987804
定価￥980　会員価格￥880

超吸水性 
繊維 

背面正面

熱中症対策！直射日光から首筋を守る！

No.741301  
定価￥860　会員価格￥770

頭部と額をひんやりとクールに。

No.981130
定価￥1,170　会員価格￥1,050

特殊収水体を水に浸し、ヘルメットの中に入れてかぶるだけ！

ミストでヒンヤリ
シュッとひと吹き！
●電気を使わない手動ポンプ式！
　地球に優しいエコなミストクーラーです。
●面倒な操作は一切無し！
　水を入れ10回程ポンプを上下し加圧した後は
　ボタンを押すだけ！

使用例

No.741700  定価￥810　会員価格￥730

ヘルメットに簡単に
被せることができ、
強い日差しを遮断し
ます。

より一層の快適性が作業の能率と安全性を高めます。
●繰り返し使用が可能
●水に浸す時間は約2分
●メタリック加工で紫外線を99.9％も
カット

●ワイドサイズで後頭部をスッポリと
カバー

定価 各￥1,220
会員価格 各￥1,100

質　量 約22g（吸水後184g）
吸水量 160g

No.981120  定価￥1,060　会員価格￥950

B2判（73×52㎝）定価 各￥220　会員価格 各￥200 50枚以上

転倒災害防止ポスター

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策
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No.988010

定価￥1,110　会員価格￥1,000

クールワークキャンペーン用品

サンガード 「そ～かい」くんⅡ

日よけビニール

ひんやりドライタオル

Newすずしん帽 冷やっくんⅡ ハンディクーラー

No.761701
転倒災害を防ごう

No.761400
りんご

No.761720
危険箇所

No.761721
フルハーネス型装着

No.761500
不安全行動

No.761711
足場の点検

No.761604
安全帯着帯

No.761605
足もと注意

価格は、消費税込みです。



・ホイッスル： 助けを求めるために
・コンパス：方向感覚を失った場合に
・温度計：環境温度や体温の計測に
・収　　納：薬・家族情報などの収納に
・凸レンズ：太陽光を利用した火起こしに
・ミラー： 鏡だけでなく、太陽光を反射し

て居場所を連絡する信号に
・LEDライト：夜間のライトや信号に
※ 首下げできるネックストリングには、突
起物に引っかかっても首を閉めることの
ないよう安全部品がついています。

モニター電池内蔵（CR2016×2）
 

No.988012
定価￥1,110

会員価格￥1,000

災害時に必要な最小限の内容をセット。
バッグなどにいれて携帯できるコンパクトな防災セット。
B5ファイルタイプ化粧箱入り。

災害時に、非常時に、水だけで光る「水ピカッ」。
スプーン１杯（約3ml）の水に浸すだけで約1週
間連続発光。いつどこでも誰にでもご使用いただ
けます。電池や火を使わないので安心・安全。
未使用の場合は長期保存が可能です。

No.988026  定価￥1,830　会員価格￥1,650
包 278×190×60mm
（化粧箱入）

コンパクトな手のひらサイズ
いつもかばんに入れてもかさばりません。
サイズ（2.7×11.5×7.6cm）
ハサミ、毛抜き、つめ切り、ガーゼ、
キズバンソウコウ、ワンタッチ包帯、
綿棒

No.988025  
定価￥580　会員価格￥520

収納巾着袋×1（220×150mm）（材：不織布）、リバーシブルアルミブランケット×1、レインコ
ート×1、防災用ウェット×1、軍手×1、IDホイッスル＆カラビナリング×1、防災の心得×1、携
帯用トイレ×1

No.988004  定価￥4,070　会員価格￥3,670

No.988005　定価￥1,200　会員価格￥1,080

ブリーフケース：
約85×130×17mm（入）
材質：
PP・マグネシウム・紙・銅
本体：
約30×70×15mm×1個
重量：38g

スマホ充電可能なダイナモハンディラジオライト。一度本体にダイナモ
で蓄電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。

■ 付属品 ■ パッケージ（A4サイズ）

ヘッダーを引き出して
フック掛けもできます。

収納袋
（不織布製）

No.986021（オレンジ）
No.986022（青）
No.986023（白）

定価 各￥4,500
会員価格 各￥4,050

スマホ対応ダイナモハンディラジオライト

救急セット（エイドチーム2）

サバイバルホイッスル
緊急時に役立つ７つの機能を搭載!!

コンパクト防災セット

水だけで光る！水ピカッ

価格は、消費税込みです。

回転式ヘルメット
クルボ

・スマホ・携帯電話充電：
一度本体に蓄電をするので
スマホにも安定した充電が
可能

・サイレン：
緊急時に居場所を知らせる
為に役立つサイレン機能

・ライト：
高輝度のLEDライト
で暗闇を照らします。

・AM/FMラジオ：
　非常時の情報収集に必須なラジオ

・手動発電：非常時に役立つ手動発電機能

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

27

救急・非常時対策用品



「のし」の社名印刷（有料）を承ります。

・シンプルで、大きく見やすい画面で
　歩数を表示。
・腰装着。
サイズ：
本体
約幅6.4×高さ3.6
×厚さ2.3 cm
（窓空き箱入り・包装）
本体重量：約24g
電源：LR43×1（内蔵）

・携帯するオアシス！ 超細マイクロドリンクボトル
・容量230ml
・ ポケットやハンドバッグにスッと収納できる超細
サイズ
・ドリンクボトルはもちろん、ペンケースや
　ピルケースとしても使えます
・スクリューキャップ構造
※非真空タイプ

カラー：ミラーブルー、
ミラーグリーン、
ミラーピンク
総重量：（約）70g
サイズ：（約）4.5×16.5cm
容　量：（約）230ml
主素材：ステンレス鋼、
ポリプロピレン、シリコン

本体重量：50g　
サイズ：7×7×4㎝
明るさ：約120ルーメン　
光源：LED
電源：単四アルカリ乾電池×
3PCS（別売)
点灯モード：強・弱・点滅モード
防水性能：IPX4　
主素材：ABS樹脂

本体重量：95g
サイズ：7.5×7.5×15㎝
光源：LED
電源：単四アルカリ乾電池×
　　　3PCS（別売)
点灯モード：ON／OFF
常用点灯時間目安：6時間
防水性能：IPX3
（防雨型）

No.988006
定価￥1,470　会員価格￥1,320

細かい数字を行を間違えずに拡大して読み取っ
たりデスク作業で横書き(縦書き)の書類に役立
ちます。ガイド赤ラインが印刷されていますの
で、辞書などの読み取り作業に便利です。

レンズサイズ：25×150mm
倍率：2倍（無地箱入り・包装）
本体重量：44ｇ
材質：アクリル樹脂、
　　　布製ケース

No.988060　

定価￥1,350　会員価格￥1,220
No.988031

定価￥1,510　会員価格￥1,360

刃匠関孫六の伝統から生まれたツメキリ。
ルーペ付きで刃先がよく見えます。
包装サイズ：160×55×41mm（プラケース入）
本体：123×35×22mm
材質：ステンレス刃物鋼、強化ナイロン、
　　　ABS、ポリカーボネート、
　　　ステンレススチール
重量：73g

No.988028

定価￥1,220　会員価格￥1,100

贅沢なローズムスクの香りの泡に包まれて
清潔な手肌へ。 デスク周りの必需品。高級感の有る白のレザー

調ケースに入ったボリューム満点の付箋セット
です。インクジェット印刷対応可能

どこでもお供可能なポケットサイズのライト！
●マグネット付きで車両やスチール角パイプで簡
単装着可能です。

●カラビナタイプのハンドルでどこにも吊り下げる
ことが可能です。

●暖かい暖色の光

だれでも簡単に使える簡単ランタン！
●ライト部分を回転させると、トーチに早変わり！
夜間に足元を照らす際に活躍します。

●暖かい暖色の光

No.987115

定価￥460　会員価格￥410

No.988050
定価￥1,700　会員価格￥1,530

No.988051

定価￥1,810　会員価格￥1,630

安全大会などにご活用ください。

箱サイズ：
45×80×135㎜
約320g

● ペン先が光ります。暗い場所でもライトが付
けて書けます。

サイズ：縦195×横52×
　　　　厚み17mm
インク：黒
替芯：４C-0.7芯
電池：LR626×SR626
　　　×4個

No.988055  定価￥610　会員価格¥550

●シリコンバンドに油性ボールペンで直接書く
ことができます。

●指や消しゴムで擦って消すことができます。
●水に濡れても消えません。
サイズ：
W45×H238
×D8mm

No.988056  定価￥1,470　会員価格¥1,320

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

用品・記念品

No.987630
定価￥560　会員価格￥500

こすると消える蛍光ペン6色セットです!!

色： イエロー・ピンク・グリーン・オレンジ・ブルー・
バイオレット

専用ケース：
約7.5×13.9×1.3cm
サイズ：本体
（約φ1.26×13.9cm）
×6本

※のし袋添付

No.987620
定価￥730　会員価格￥660

サイズ（220匁　
34×85cm）
10本1組　
定価 各￥3,560　
会員価格 各￥3,210 10組以上

No.880140
（安全第一）

No.880240（衛生週間）

○
○
 建
設（
株
）

○
○
 建
設（
株
）

○
○
 建
設（
株
）

社名印刷は、P47をご覧ください。

箱サイズ：27×93×145㎜
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用品・記念品

ROSY ダウンライトミディ

ROSY くるりんランタン（生活防水） 付箋セットELLE 薬用ハンドソープ

ゼブラ ライトペン（色：ガンメタリック） ウェアラブルメモ（色：白）

フリクションライト
６色セット

タオル

携帯オアシス・スピナー（ドリンクボトル）

ルーペ付きツメキリ

バールーペ（赤ライン付） 歩数計（オムロンヘルスカウンタ）

No.880440（年末年始）



サイズ（3×6㎝）5枚1組
ビニール製
定価￥500
会員価格￥450

A1判（84×60㎝）定価 各￥270　会員価格 各￥240

No.762201
毎日

No.762203
みんなで

50枚以上

A1判（60×84㎝）定価￥270　会員価格￥240　※社名印刷対象外

No.761660

ポスターは社名印刷（有料）ができます。50枚以上

No.770400　墜落Ⅲ No.770500　重機Ⅲ

B2判
（73×52㎝）
定価
各￥220
会員価格
各￥200

50枚以上

No.882322

ポリエステル製
定価 各￥1,780　会員価格 各￥1,600

たて型実施中
ターポリン製
（180×45cm）
定価￥2,010
会員価格￥1,810

よこ型実施中
ターポリン製
（45×180cm）
定価￥2,010　会員価格￥1,810

No.882321

No.782141

10枚以上

B2判（52×73㎝）
定価￥170
会員価格￥150

No.763200

※社名印刷対象外

B2判（52×73㎝）
定価￥170
会員価格￥150

No.763300

※社名印刷対象外

No.770300　共通Ⅲ

5枚以上

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

詳しくはP47をご覧ください。29

（1）（2） ……
（220×70㎝）　

（3） ……
（240×70㎝）

No.882112
（2）なくそう

No.882113
（3）重機・土砂災害

三大災害絶滅運動・安全施工サイクル

三大災害絶滅運動ステッカー

三大災害絶滅運動ポスター

安全施工サイクルポスター

安　全　十　訓

三大災害絶滅運動のぼり

衛　生　十　訓

クレーン合図法ポスター

安全施工サイクル
ビニール横幕

安全施工サイクル
ビニールのぼり

No.882111
（1）絶滅運動



ポスターは社名印刷（有料）ができます。

詳しくはP47をご覧ください。

A1判相当　R2.11版（91×60㎝）
定価￥270　会員価格￥240

（表） （裏）

最新の労働安全衛生情報を掲載した「マウスパッド
/下敷き」を改訂販売いたします。 A4判　No.764101

定価￥230　
会員価格￥210
2020.12版

最新の安全衛生法令を掲載した
建設業の資格一覧表

「建設業における主な立入禁止措置」の法令情報と
不安全状態から改善した立入禁止措置のイラスト

No.761202
リスクアセスメントⅡ

B2判（73×52㎝） 
定価 各￥220　会員価格 各￥200

50枚以上

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

No.765000B2判（73×52㎝） 定価￥240　会員価格￥220

現場で必要な資格がひと目でわかる４月始
まりのカレンダーです。会社又は作業所の
年間行事の周知にもご活用ください。

50枚以上
No.763100

30

■厚生労働省
「STOP！転倒
災害プロジェクト」

※社名印刷対象外

50枚以上NEW

　転倒災害の防止に関する意識啓発を図り、職場に
おける転倒リスクの総点検と、必要な対策の実施に
より、職場の安全意識を高め、安心して働ける職場
環境を実現するための重点取組期間を展開する。

■重点取組期間／
　6月1日～30日・2月1日～28日趣 旨

NEW NEW

常時用ポスター

資格一覧表ポスター

厚生労働省「STOP！転倒災害プロジェクト」推進用ポスター

作業の資格 カレンダー  持っていますか？建設現場の資格（2021年度版）

『改訂版 資格一覧表／立入禁止措置（マウスパッド/下敷）』

リスクアセスメントポスター

価格は、消費税込みです。

No.761702
STOP!転倒災害Ⅱ

No.761607
STOP!転倒災害



B2判（73×52㎝）定価 各￥220　会員価格 各￥200 50枚以上

ポスターは社名印刷（有料）ができます。

ビニール製
（7.5×6cm）
5枚1組
定価￥510　会員価格￥460

No.783100 No.783200No.783101

ビニール製
（7.5×6cm）
5枚1組
定価￥510　会員価格￥460
100組以上 100組以上

ビニール製
（7.5×6cm）
5枚1組
定価￥510　会員価格￥460

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

詳しくはP47をご覧ください。

No.761910
感電災害防止

No.761930
グラインダ

No.761713
安全運転

No.761712
重機旋回注意

31

ビニール製
（7.5×6㎝）
5枚1組

定価￥510　会員価格￥460

No.783102

100組以上 100組以上

No.761840
快適宣言

No.761601
整理整頓

No.761211
計画・手順よし！

No.761651
交通災害防止

No.761701
転倒災害を防ごう

No.761605
足もと注意

常時用ポスター・ワッペン

常時用ポスター

STOP!  
熱中症ワッペン

フルハーネス型
装着ワッペン

STOP！
墜落・転落災害
ワッペン

STOP！
建設機械災害
ワッペン

○○ 建設（株） ○○ 建設（株）○○ 建設（株） ○○ 建設（株）



No.883201
（1）合図・確認

No.883206
（6）整理整頓

No.883205
（5）保護具

No.883204
（4）安全第一

No.883203
（3）作業手順

No.883202
（2）危険予知

ポリエステル製（220×70㎝）定価 各￥1,780　会員価格 各￥1,600

No.883130　ポリエステル製（180×45cm）定価￥1,780　会員価格￥1,600 ターポリン製（45×180cm）
定価 各￥2,010
会員価格 各￥1,810

5枚以上

ポリエステル製（220×70cm）定価 各￥1,780　会員価格 各￥1,600 5枚以上

5枚以上

（1）安全第一 No.883401

（2）整理整頓 No.883402

（4）墜落災害 No.883404

（5）無事故で No.883405

（7）出さない No.883407

（8）ゴミゼロ No.883408

（9）リサイクル No.883409

（6）作業の手順 No.883406

（10）分ければ資源 No.883410

No.883101
（1）安全第一

No.883102
（2）墜落災害の

絶滅

No.883103
（3）整理整頓

No.883104
（4）作業前の

安全点検

詳しくはP47をご覧ください。

サイズ（240×70㎝）
ポリエステル製
定価￥1,780
会員価格￥1,600

No.883111

5枚以上

みんなで安全意識を共有しましょう！

■足場点検表（わく組、わく組以外の足場）をダウンロードできます。

sample

足場点検表QRコード

（カメラで読み取り）

（QRコードリーダーで読み取り）

足場点検表

sample
読み取り

のぼり右下のＱＲコードを、タブレットやスマートフォンなどで読み込んで、
足場点検表をダウンロードし、作業開始前の足場点検にご活用ください。

No.883121
（1）新安全第一

No.883122
（2）新墜落災害

の絶滅

No.883123
（3）新整理整頓

No.883124
（4）新作業前の

安全点検

No.883125
（5）STOP！

転倒災害

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

のぼり・横幕
旗・腕章

32

NEW

のぼり・横幕

常時用安全のぼり

作業開始前点検のぼり

イラストのぼり

リスクアセスメント
のぼり

ビニール横幕

◆フルハーネス型安全帯に変更しました。

価格は、消費税込みです。



よこ型実施中
ターポリン製（45×180cm）
定価￥2,010　
会員価格￥1,810

たて型実施中
ターポリン製
（180×45cm）
定価￥2,010　
会員価格￥1,810

純綿製（87×590cm）定価 各￥25,590　会員価格 各￥23,050

No.882322

墜落災害
No.883501

高所作業
No.883502

No.882321

10枚以上

No.883120

5枚以上

ポリエステル製
（220×70cm）
定価￥1,780　
会員価格￥1,600

No.781101 特大 （140×210㎝） 
定価￥3,440　会員価格￥3,100
No.781102 大  （104×156㎝） 
定価￥2,010　会員価格￥1,810
No.781103 中  （ 86×129㎝） 
定価￥1,300　会員価格￥1,170
No.781104 小  （ 70×105㎝） 
定価￥1,010　会員価格￥ 910

純綿製 5枚以上

No.781201 特大 （140×210㎝） 
定価￥3,910　会員価格￥3,520
No.781202 大  （104×156㎝） 
定価￥2,260　会員価格￥2,040
No.781203 中  （ 86×129㎝） 
定価￥1,670　会員価格￥1,500
No.781204 小  （ 70×105㎝） 
定価￥1,300　会員価格￥1,170

純綿製

サイズ
（220×70㎝）　
ポリエステル製
定価￥1,780　
会員価格￥1,600

No.883115

5枚以上

純綿製（11×39cm）
定価￥370　会員価格￥330
No.881700

腕章見本
（ビニールレザー腕章）

■ビニール
レザー腕章

■反射式腕章 ■フェルト腕章
ビニール製 フェルト地縫付文字

（9×39cm） （9×39cm） （9×39cm）
マジックテープ付 マジックテープ付 ひも付
定価
各¥960
会員価格
各¥860

定価
各¥960
会員価格
各¥860

定価
各¥1,080
会員価格
各¥970

① 881511 ① 881601

② 881512 ② 881602

③ 881513 ③ 881503

④ 881514 ④ 881504

⑤ 881515 ⑤ 881605 ⑤ 881505

⑥ 881516 ⑥ 881606 ⑥ 881506

⑦ 881517 ⑦ 881607 ⑦ 881507

⑧ 881518 ⑧ 881608 ⑧ 881508

⑨ 881519 ⑨ 881609 ⑨ 881509

※各腕章とも⑨は交通安全誘導者用

※コスモス認定
　事業場用

ターポリン製（180×45cm）定価 各￥2,010　会員価格 各￥1,810
10枚以上

No.883301
（1）安全帯

No.883302
（2）指差確認

No.883303
（3）危険予知

No.883304
（4）安全作業

No.883306
（6）家族の幸せ

No.883307
（7）明るい職場

No.883308
（8）防ごう

No.883309
（9）気をつけよう

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

のぼり・横幕
旗・腕章

安全旗・労働衛生旗・安全衛生旗 腕章

詳しくはP47をご覧ください。33

のぼり・横幕・旗・腕章
ビニールのぼり

安　　全　　旗

労働衛生旗

安全衛生旗

安全パトロール腕章

安全施工サイクルビニール横幕

コスモス認定建設事業場
のぼり

安全施工サイクル
ビニールのぼり

マネジメントシステム
運用中のぼり

横断幕

No.781301 特大 （140×210㎝） 
定価￥4,030　会員価格￥3,630
No.781302 大  （104×156㎝） 
定価￥2,440　会員価格￥2,200
No.781303 中  （ 86×129㎝） 
定価￥1,710　会員価格￥1,540
No.781304 小  （ 70×105㎝） 
定価￥1,340　会員価格￥1,210純綿製 ※社名印刷対象外



安全の見える化を推進しましょう！

No.974314　Ａ 足場組立
No.974315　Ｂ 型枠支保工
No.974316　Ｃ 地山掘削
No.974317　Ｄ 土止め支保工
No.974318　Ｅ 鉄骨組立

No.974319　Ｆ 有機溶剤
No.974320　Ｇ 玉掛資格者
No.974321　Ｈ 玉掛責任者
No.974322　Ｉ 酸　欠

No.974301　地山掘削
No.974302　土止め支保工
No.974303　ずい道掘削
No.974304　ずい道覆工
No.974305　型枠支保工
No.974306　足場組立、解体
No.974307　鉄骨組立

No.974308　木造組立
No.974309　コンクリート解体
No.974310　推進者
No.974311　店社安全管理者
No.974312　鋼　橋
No.974313　コンクリート橋

サイズ（45×30㎝）
ケースサイズ
（9.0×12.7㎝）
SCボード

定価 各￥920
会員価格 各￥830

 顔写真を入れて
ご使用下さい。 

●ワープロやパソコン等でオリジナル
の文字や絵柄等の表示が簡単にでき
ます。（A3サイズまで）

●下部ファスナー加工により雨等が浸
入しにくい構造です。

サイズ（600×450×0.95mm厚）
ビニールターポリン製
（裏面マジックテープ／下部ファスナー付）
No.974920
定価￥1,630　会員価格￥1,470

サイズ（50×40㎝）
プラスチック製

定価 各￥1,060
会員価格 各￥950
10枚以上

サイズ（40×50㎝）
プラスチック製　
定価 各￥960
会員価格 各￥860

法令に基づき建設作業現場等
に掲示する許可票です。

No.974401　成立票 No.974402　確認済 No.974403　許可票 No.974405　道路許可証

詳しくはP47をご覧ください。

サイズ（45×60㎝）
鉄製両面印刷
強化アングル・取付金具付
定価￥4,860　
会員価格￥4,380

No.974503
トラック出入口

サイズ（60×45㎝）
プラスチック製
定価 各￥1,490　
会員価格 各￥1,340

サイズ（90×60㎝）
プラスチック製
定価￥2,490　
会員価格￥2,240

No.974502
緊急時連絡表

サイズ（90×60㎝）
鉄製、水性ペン、消し具付
定価￥3,310　
会員価格￥2,980

No.974506
有資格者一覧表

No.974504
持場後片付け

No.974505
資格作業

サイズ（60×30㎝）プラスチック製 
定価 各￥1,010　会員価格 各￥910

No.974602
ケガするな

No.974603
あいさつ

No.974604
火の用心

10枚以上
氏名・会社名・資格証№を記入後、運転席のドアに貼付
ゴムマグネット製　30×40cm　0.8mm厚

定価 各￥2,090　会員価格 各￥1,880

◆運転者氏名の掲示を、
建災防規程で定めています。

①車両系建設機械運転者
No.974201

②高所作業車運転者
No.974202

③クレーン運転者
No.974203

④ 移動式クレーン運転者
No.974204

建設機械等運転者マグネット標識

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全標識等
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安全標識

安全標識（Ｄ）

安全標識（Ｅ）

安全標識（Ｃ）

安全標識（B）作業主任者等掲示板
（全13種類）

写真ケース付作業主任者等標識
（全9種類）

ワンタッチ取付標識
（両面表示）

価格は、消費税込みです。



雨が入りにくいスライダー付き
屋外使用時に雨に濡れても水の浸入が防げます。
用紙サイズはA3までOK！
記録確認・保管に最適
記入済用紙を保管しておけば、KY活動の再確認・報告も簡単に行えます。

サイズ（350×470mm）
（スライダー部含む）
軟質ビニール製（段ボール芯材入）裏面マグネット・ヒモ付

No.974921　定価￥3,830　会員価格￥3,450

サイズ（60×60㎝）
ポリプロピレン製
表示用ステッカー
1組（20枚）付

No.750100
定価￥5,940　
会員価格￥5,350

No.974902
定価￥11,730　
会員価格￥10,570

No.974903
定価￥8,000　
会員価格￥7,210

サイズ（60×40㎝）
ポリプロピレン製　
表示用ステッカー
1組（20枚）付

No.750110
定価￥5,340　
会員価格￥4,810

サイズ（6×7.4㎝）
再剥離用
1組（20枚）

No.750120
定価￥1,190　
会員価格￥1,070

会　社　名 

安全衛生責任者 

主任技術者 

専門技術者 

担当工事内容 

工 期  

工
事 

年　　月　　日～　　年　　月　 日 

無災害記録の達成状況が一目でわかります。
サイズ（60×90㎝）PET樹脂製
数字板はプラスチック製　差し込み式
0が8枚、1～9は各3枚
日付数字板43枚付

週間の作業予定が一目でわかります。
サイズ（90×90㎝）
鉄製、
水性ペン、
消し具付

No.985201
定価￥540　会員価格￥490

建設機械およびダンプ等、運転者が見えるダッシュボード
などに貼付
PP製（6×10cm）
2枚1組

◆ 重機オペレーターの安全意識向上のため、国土交通
省はステッカーの貼付運動を推奨しています。

重機災害の防止に!!
サイズ（30×40㎝）
5枚1組
PP製

No.787100
定価￥1,450　会員価格￥1,310

危険エリアの立入禁止表示ステッカー
です！
サイズ（30×40㎝）
PP製

No.985200
定価￥430　会員価格￥390

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全標識等
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施工体系図ボード

安全標識
ビニール式KYボード（防雨型）

災害防止協議会兼施工体系図基本ボード

無災害記録表

重機災害防止用ステッカー　
－誘導なしではバックしない－

重機後部用ステッカー 重機用表示ステッカー

災害防止協議会兼施工体系図増設ボード

週間作業予定表（Ａ）

災害防止協議会兼施工体系図表示用ステッカー



高輝度反射材を使用。
よく目立ち、誘導作業もスムーズに！ （紺） （黄）

No.986402 No.986403

反射式チョッキ

※保護帽・ヘルメット・安全靴についてはお届けに一週間ほどかかります。

保護帽・ヘルメット

詳しくはP47をご覧ください。

表地は透湿・防風・防水・
撥水・防汚の高機能生地、
裏地はフリースを採用。
※ 保護帽の大半に取り付けら
れますがフランジのない野
球帽型や、全周つば付型の
ように周長が大き過ぎる場
合には、取り付けられない
ことがあります。

No.731100 
定価￥2,210
会員価格￥1,990

聴覚保護具他

デジダンプ
ひもなし　5ペア1袋×10袋

どなたの耳にもフィットし、
ムラなく遮音効果があります。

 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーが
ないヘルメットで墜落時保護用の検定を
取得
ヘルメット内部に空間が広がり、格段に
通気性が向上
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと
同等以上の性能を持つ「ブロックライナ
ー」搭載

 涼しさと安全性を両立した新次元の内装

ナイロンメッシュタイプ
サイズ：Ｌのみ
定価 各￥3,500
会員価格 各￥3,150

No.980200　
定価￥3,500
会員価格￥3,150

軽い!軽い!

（黒）

JSAA　A種認定品
先芯：樹脂
甲被：PU合成皮革+ナイロンメッシュ
ミッドソール：EVA
アウトソール：ラバー（耐油）
●サイズ＝24～27・28・29cm
●ウイズ＝EEE
●標準重量＝570g
定価 各￥5,030
会員価格 各￥4,530

（黒／ブルー）

（白／ブルー）

No.980374（黒）
No.980375（黒/ブルー）
No.980372（白/ブルー）

軽技A+

（ブラウン） （グレー）

（＊復元性とクッション性の高い新素材）

PRM210（ブラック）
理想の履き心地を追求した安全靴
「プレミアムコンフォート」
JIS T8101 革製S種　E・F合格
先芯：新ワイド樹脂
●サイズ＝23.5～28.5cm
●ウイズ＝EEE
●中敷＝＊プレミアム
　インソール（抗菌・防臭）

No.980412
定価￥14,460　会員価格￥13,030

No.980413
定価￥14,460　会員価格￥13,030

No.980411
定価￥13,680　会員価格￥12,320

安　　全　　靴

安全靴・プロテクティブスニーカー

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

●建災防推薦安全装器具「脱げ防止機構」付ヘルメット
●耐衝撃／耐貫通性に優れるトップガード
●襟元への雨だれを防ぐレインガード
●飛来・落下物用及び墜落時保護用兼用

（黄）No.986107  
（白）No.986117
定価 各￥1,980
会員価格 各￥1,780

安全衛生保護具
石綿則関連標識

●建災防推薦安全装器具
● 高い通気性で頭部のムレを抑える
● 透明ひさしで広い視野を確保
● 二重構造で雨水の浸入を防ぐ

No.986115（白）　
No.986116（ブルー）
定価￥5,430
会員価格￥4,890

10個以上 10個以上
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（黒）

安全衛生保護具(保護帽・安全靴)

キャップ型ヘルメット

防寒タレ－防寒の達人

聴覚保護具　耳栓

ヘルメッシュ－飛翔－（新ライナー追加！）

価格は、消費税込みです。



保護めがね

保護手袋

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生保護具
石綿則関連標識

超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコー
ト膜は水滴を作らないので曇りを発生さ
せません。

レンズ：ポリカーボネート
重量：42g
No.987203　定価￥3,020　会員価格￥2,720

超硬防曇
曇らず、傷つきにくい！
耐衝撃性に優れた

ポリカーボネートレンズ
重量：65g
No.987204　定価￥3,370　会員価格￥3,040

ケブラーMK-10V
薄地建材の運搬や加工時等
の切創から手を守ります。

No.980100
1双
定価￥820
会員価格￥740

ヘルメットや作業帽に装着が簡単なリ
アバックルを採用したゴーグル（ヘル
メット滑り止めパッド付）

No.987211　定価￥3,500　会員価格￥3,150

レンズ表面に付着した塗料ミスト等を
シンナーで拭き取ることができます。

レンズ：ポリカーボネート
（特殊ハードコート）
No.987212　定価￥1,600　会員価格￥1,440

長さ調整機能付き
角度調整機能付き

No.987214
定価￥6,750　
会員価格￥6,080   10個1組

矯正メガネの上からも
掛けられます。
大型レンズで広い視野を確保！

レンズ：ポリカーボネート
重量：45g
No.987201　定価￥2,090　会員価格￥1,880

激しい作業での発汗作用での曇りを抑えて目の疲労をとる。
しかも軽量22g！！
No.987205（スモーク）
No.987206（ブラウン）
No.987207（イエロー）

定価 各￥3,060　会員価格 各￥2,760

ワンタッチでヘルメットのひさしに取付可能。
レンズ：アクリル
重量：72g

綿軍手感覚で使
用できる切創防
止手袋です。

No.980140
10双1組
定価￥7,220
会員価格￥6,500

717（豚皮）

No.980110
1双
定価￥1,000
会員価格￥900

No.987208　定価￥3,020　会員価格￥2,720

防じん用保護めがね（密閉型）
レンズ：ポリカーボネート
VF曇り止め加工
重量：82g

くもらない くもらない 

超軽量65g超軽量65g

石綿除去
　対応
石綿除去
　対応

石綿除去
　対応
石綿除去
　対応

No.987213
定価￥3,140　
会員価格￥2,830

No.987202
定価￥2,210　
会員価格￥1,990

●厚さ２㎜のハードなレンズ
●密閉性が高くやわらかいクッション
●矯正眼鏡併用可、超硬防曇レンズ
●重量：82g

No.987220　定価￥3,370　会員価格￥3,040

有害粉じんを取り扱う
作業に最適！
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No.986510
1双
定価￥880
会員価格￥790

ラバーホープロング手袋（L）
●除染作業にも最適な手袋

ニトリル防水しんげん手袋（M、L、LL）
振動工具作業用（防振手袋規格：ISO10819）
●振動による手の疲労を軽減
●完全防水、完全耐油

No.986520-01（M）
No.986520-02（L）
No.986520-03（LL）
1双
定価 各￥5,410
会員価格 各￥4,870

安全衛生保護具（保護めがね・保護手袋）

曇らない保護めがね

塗装作業用ゴーグル

防じん用保護めがねハードレンズ

バックル方式ベルトゴーグル

保護めがね

防じん用保護めがねゴーグル

防じん用保護めがね（密閉型）

紫外線よけ保護めがね

石綿除去作業めがね（ゴーグル型）

防振手袋

使いすて保護めがね

切創防止手袋一般用（アラミド）

革手袋

切創防止手袋（ケブラー）

保護手袋

保護めがね（ヘルメット装着タイプ）

価格は、消費税込みです。



レベルの分類

建材の種類 石綿含有吹付け材
石綿含有保温剤、
石綿含有耐火被覆材、
石綿含有断熱材

その他の石綿含有建材
（成形板等）

Level 3Level 1 Level 2Level 2

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生保護具
石綿則関連標識

交換用フィルター（1個）
No.987302　
定価￥170　会員価格￥150
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安全衛生保護具（防じんマスク）

防じんマスク 石綿除去作業対応マスク Level 2 Level 3Level 1

※赤線枠内石綿除去作業対応

Level 3

●伝声器付きで、会話が明瞭。
●保護めがねとの併用が容易。
●溶剤作業に最適
No.987311
定価￥4,610　
会員価格￥4,150

取替式防じんマスク（RL3）
No.987322　
定価￥4,070　会員価格￥3,670

取替式防じんマスク（RL2-06）
No.987324　
定価￥2,440　会員価格￥2,200

交換用フィルター（2個1組）
No.987313
定価￥1,000　
会員価格￥900

No.987320　
定価￥6,970　会員価格￥6,280

交換用フィルター（2個1組）
No.987317
定価￥1,920　
会員価格￥1,730

● 視界を妨げない薄型フィルター 
L4N（撥水・撥油性）
● 伝声器付きで、マスクを付 
けたまま会話が明瞭

No.987312
定価￥8,380　
会員価格￥7,550

交換用フィルター（2個1組）
●No.987322、No.987320共用
No.987323
定価￥1,950　会員価格￥1,760

粒子捕集効率…99.9％以上
吸気抵抗………70±15Pa
排気抵抗………30±20Pa粒子捕集効率99.9％以上

Level 3 Level 2 Level 3

Level 2 Level 3

Level 2 Level 3

取替式防じんマスク

No.987303
10個1組　
定価￥3,500　
会員価格￥3,150

（表） （裏）

より顔面にフィットする一体成型構造の面
体部や新型締めひもなど、シンプルな構造
で使いやすく、コンパクトになりました。

No.987301　
定価￥1,870　会員価格￥1,680

N95レスピレーター
粒子捕集効率95％以上（Nacl）

使い捨て式防じんマスク フィルター取替式防じんマスク

呼吸連動型PAPR「シンクロシリーズ」
呼吸に合わせて清浄空気が送られます。
内圧監視機能付、伝声器付でマスク
装着時も明確な会話可能。
コードレス、スイッチレス、フィル
タ交換インジケータ付き、バッテリ
ー残存量がわかるLED表示付き。

No.987326　定価￥106,170　会員価格￥95,650

●交換用フィルター
　（1個）
No.987327　
定価￥1,840　会員価格￥1,660

Level 2 Level 3Level 1

粒子捕集効率……PL3（99.97％以上）
漏　れ　率……（0.1％）S級

No.987314　定価￥87,210　会員価格￥78,570
●交換用フィルター（1個）
ワンタッチで交換できます。
No.987314、No.987321共用

高性能アルファリングフィルタ

Level 2 Level 3Level 1

粒子捕集効率……PL
　　　　　　　　（99.97％以上）
漏　れ　率……（0.1％）S級
機　　　　構……呼吸追随方式

面体内の内圧監視機能付き!!
フィルター、バッテリーの交換時期が
一目で管理！
メンテナンスしやすい水洗いが可能!!
伝声器付きで会話が明瞭！

No.987318　定価￥1,950　会員価格￥1,760

全面形電動ファン付き呼吸用保護具（国家検定規格品）

●マスクをしたまま会話や指示ができる
伝声器付き。肌に優しいシリコーン面
体（撥水・撥油性）

交換用フィルター（2個1組）
No.987325　
定価￥360　会員価格￥320

交換用フィルター（2個1組）
●No.987322、No.987320共用
No.987323　
定価￥1,950　会員価格￥1,760



安全衛生保護具
石綿則関連標識
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No.986234
定価￥58,340　会員価格￥52,560

No.986250
定価￥46,350　会員価格￥41,760

No.986310　
定価￥42,740　会員価格￥38,500

No.986242　
定価￥22,960　会員価格￥20,680

No.986236　
定価￥44,890　会員価格￥40,440

No.986237　
定価￥46,580　会員価格￥41,960

Ｙ型背中ベルト

Ｘ型背中ベルト

Ｘ型背中ベルト
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※墜落制止用器具の規格対応品

・人気の背中Y型形状
　すっきりと快適な
　使用感を実現
・フリーサイズ
・ランヤード：
　タイプ１
・重量：約2,490g
　（ランヤード含む）

2019年2月より、安全帯は、フルハーネス型を使用することが原則となりました。
（選定要件）
１．６.75ｍを超える箇所では、フルハーネス型を選定
２．体重と体型に応じた器具の選定
３．ショックアブソーバは、フックを掛ける高さに応じて、適切な種別を選択
・腰より高い位置にフックを掛ける場合は、第１種ショックアブソーバを備えたランヤードタイプ１を選定。
・腰より低い位置にフックを掛ける場合は、第２種ショックアブソーバを備えたランヤードタイプ２を選定。

・シングルランヤード付き
・Mサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約1,370g
　（ランヤード含む）

・汗の臭いを消せる
　消臭ハーネス
・Mサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約1,870g
　（ランヤード含む）

・手にしただけで
　分かる軽さ＝軽快感
・Mサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約2,120g
　（ランヤード含む）
・収納袋付き

・ベストや洋服を
　着る感覚で簡単に
　着用できます
・Mサイズ
・ランヤード：
　タイプ１
・重量：約1,860g
　（ランヤード含む）

・形状保持パッド
　で装着。
　身体の動きに
　フィット
・Mサイズ
・ランヤード：
　タイプ1
・重量：約1,855g
　（ランヤード含む）

No.986238　
定価￥38,100　会員価格￥34,320

ランヤード：伸縮式 ランヤード：伸縮式

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法
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・軽量化を図り着心地が良く着脱が容易
・フリーサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約2,265g（ランヤード含む）

安全衛生保護具（安全帯）

ランヤード：伸縮式

ランヤード：ロープ式 ランヤード：伸縮式 ランヤード：伸縮式

ランヤード：巻取り式

価格は、消費税込みです。



安全衛生保護具
石綿則関連標識
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No.986239　
定価￥37,870　会員価格￥34,120

No.986235　
定価￥51,780　会員価格￥46,650

No.986311　
定価￥62,180　会員価格￥56,020

・手にしただけで分かる
　軽さ＝軽快感
・Mサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約1,760g
　（ランヤード含む）
・収納袋付き
・よじれない背中パッド付き

・体型にフィットするX型形状で自然な装着感
・フリーサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約2,080g
　　　　（ランヤード含む）

・ベストや洋服を着る感覚で簡単に着用できます
・Mサイズ
・ランヤード：タイプ１
・重量：約2,410g（ランヤード含む）

「一命
（1m）

取る」から
あなたを守る！

フックキャッチ

◆3/8インチ（3分）
◆全ネジボルト専用 
◆落下防止器具
No.986221
定価￥4,650
会員価格￥4,190

全ネジキャッチャー
◆3分専用
◆ 片手で簡単にロックできる。
No.986223
定価￥6,970　会員価格￥6,280

帯ロープ式
ブロック「6M」
小型軽量でベルト式
なので、巻取り不良
がなく、ワイヤーロ
ープのように構築物
等に触れても傷を付
けにくい構造。
用途として、住宅建
設の屋根作業、壁
面作業、はしごやタ
ラップの昇降時の
墜落防止に適して
います。

◆重量約1,500g
No.986225
定価￥37,210　会員価格￥33,520

・墜落制止後の
　サスペンション
　トラウマ対策に

No.986412
定価￥3,620　会員価格￥3,260

墜落阻止機器 足かけ補助具 

No.986411
定価￥5,320　会員価格￥4,790

No.986410
定価￥6,110　会員価格￥5,500

・大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を
確保します。

・ハーネス型安全帯の装着者が、墜落
阻止後の宙吊り状態になった際に、腿
ベルトの食い込みが下肢の血管や神
経を圧迫することで発生します。正常
な血液の循環が行われないと、身体
に酸素が行き渡らなくなり、様々な症
状を引き起こします。

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生保護具（安全帯及びその関連器具）
ランヤード：巻取り式

ランヤード：ロープ式

ランヤード：巻取り式



標示していますか？ 安全の見える化！
石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、解体工事に従事する作業者はもとより、
解体等の作業が行われる現場周辺住民の不安解消という観点から、解体等の作業場に標識を提示しましょう。

価格は、消費税込みです。

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生保護具
石綿則関連標識
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サイズ（60×45cm）
穴4スミ

サイズ（60×30cm）
穴4スミ

サイズ（25×20cm）
PPステッカー
10枚1組

サイズ（60×45cm）
穴4スミ

サイズ（50×40cm）
穴4スミ

サイズ（30×60cm）
穴4スミ

サイズ（60×60cm）
穴4スミ

サイズ（60×45cm）
穴4スミ

サイズ（40×50cm）
穴4スミ
H24.10版

飛散防止対策実施中

作業場内での禁止

廃石綿等廃棄物ステッカー

安全“最優先”

石綿作業主任者の職務

石綿保管場所

廃棄物保管場所

石綿除去作業中

石綿の使用状況の調査結果

No.974810
定価 ￥1,490　会員価格 ￥1,340

No.974804
定価 ￥1,010　会員価格 ￥910

No.787110
定価 ￥3,500　会員価格 ￥3,150

No.974811
定価 ￥1,490　会員価格 ￥1,340

No.974803
定価 ￥1,060　会員価格 ￥950

No.974805
定価 ￥1,010　会員価格 ￥910

No.974806
定価 ￥2,210　会員価格 ￥1,990

No.974802
定価 ￥2,090　会員価格 ￥1,880

No.974812
定価 ￥960　会員価格 ￥860

石綿則関連標識



建設工事の施工を直接担当する専門工事業者の、社内教育、安全パトロール、経営首脳者セミナー等にご活用下さい。　　〈企画制作：建設業労働災害防止協会〉

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生教育用
DVD
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安全衛生教育には視聴覚教材の活用を！

専門工事の安全衛生シリーズ　安全衛生教育用DVD

●職長向け
　現場の安全と職長 No.751120
　　…ある墜落災害事例から…（17分）
●作業者向け
　二人の新規入場者 No.751140
　　…型枠大工の安全ポイント…（17分）
　型枠大工　あなたもミスをおかす！ No.751150
　　…ヒューマンエラーを防ぐには…（20分）
　型枠大工工事　安全作業のコツ No.751160
　　…玉掛け・荷取り・丸のこ盤・高所作業車…（18分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

型枠大工工事編

●事業主向け
　社長さん知っていますか No.751310
　　…電気工事業者の安全管理…（17分）
●職長向け
　がんばれ職長！ No.751320
　　…安全施工はあなたが主役…（18分）
　電気工事の高所作業 No.751330
　　…輝け！女性職長！…（16分）
●作業者向け
　あんぜん指南 No.751340
　　…電気工事の安全衛生…（16分）
　君ならどうする！ No.751350
　　…電気工事のヒヤリハット…（17分）
　必ず守ろう！ No.751360
　　…安全作業のポイント…（21分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

電気工事編

●事業主向け
　社長の決断 No.751510
　　…これからの左官業の安全管理…（17分）
●職長向け
　職長さんも変わらなきゃ No.751520
　　…安全管理の主役…（18分）
●作業者向け
　レッドカードを防げ！ No.751540
　　…ヒヤリ・ハットに学ぶ職場の安全…（19分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

左官工事編

●職長向け
　三人の職長 No.751730
　　…安全管理のキーマンとして…（17分）
●作業者向け
　新たな出発 No.751740
　　…安全に目覚めるとき…（16分）
　検証　災害はなぜ起きたのか No.751750
　　…事例から学ぶ原因と対策…（19分）
　プロフェッショナルへの道程（みちのり）
　　…戸建住宅・安全作業の基本…（19分） No.751760
　各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

塗装工事編

事業者責任　早わかり
　既製杭編…経営者の安全責任…（20分） No.752110
災害　その時事業者は No.752120
　場所打ち杭編1…社長、忘れていませんか？…（20分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

基礎工事編

カミナリ社長が笑った 　No.752210
　…事業者が考える安全の進め方…（20分） 定価8,710円　会員価格7,850円

機械土工工事編

●事業主向け
　あなたは社長 No.751210
　　…あなたは安全の最高責任者…（15分）
●職長向け
　職長の一日 No.751220
　　…あなたは安全のキーマン…（16分）
　心のすきま No.751230
　　…労働災害防止と職長の役割…（19分）
●作業者向け
　中尾恵美のワイヤロープの基礎講座 No.751250
　　…構造と玉掛けワイヤロープの取扱いの基本…（20分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

とび工事編

●職長向け　
　災害ファイル No.751430
　　…事例から学ぶ職長の安全管理のポイント…（22分）
●作業者向け
　安全寄席 No.751440
　　…屋外配管工事の巻…（17分）
　先輩に学ぶ No.751450
　　…屋内管工事の安全作業…（17分）
　電動機械安全の原則 No.751460
　　…屋内管工事編…（14分）

各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

管工事編

●職長向け
　職長さん！あなたならどうする No.751620
　　…段取り上手は安全上手…（17分）
●作業者向け
　拝啓、オヤジ様 No.751640
　　…山田君の学んだこと…（20分）
　想像と気付きで災害ゼロ！ No.751650
　　…想像すれば危険が見える…（18分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

鉄筋工事編

●事業主向け
　みんなを守る No.751810
　　…造園工事業の事業責任者…（15分）
●職長向け
　現場の安全を守る No.751820
　　…造園工事　現場責任者の役割…（15分）
　安全な現場をつくる No.751830
　　…造園工事　現場責任者の一日…（16分）
●作業者向け
　危険の芽を摘もう！ No.751840
　　…造園工事　災害事例から学ぶ安全作業…（16分）
　新人中村君の一日 No.751850
　　…安全を守るための基本…（17分）
　親方からの贈り物 No.751860
　　…安全をありがとう…（18分）
各巻 定価8,710円　会員価格7,850円

造園工事編

子の心、親知らず No.752410
　…気付いて変わった社長のこころ…（21分） 定価8,710円　会員価格7,850円

解体工事編

社長、あなたはだいじょうぶ？ No.752310
　…事業者責任と安全管理…（22分） 定価8,710円　会員価格7,850円

知らないではすまされません 　No.752320
　…事業者責任と安全管理…（22分） 定価8,710円　会員価格7,850円

屋根工事・瓦編

屋根工事・板金編

※当協会で扱っている、DVDは全て閲覧可能です。DVD試写の際は、お電話（03-3453-3391）でご予約ください。



配管敷設等の小規模溝掘削工事 ラジオ体操CD ※テープ版もあります

リスクアセスメント

●ラジオ体操CD　　定価3,050円　会員価格2,750円　No.959011
●清掃CD（10分）　定価3,660円　会員価格3,300円　No.959012
●清掃CD（15分）　定価3,660円　会員価格3,300円　No.959013
●清掃CD（20分）　定価4,270円　会員価格3,850円　No.959014
●清掃CD（30分）　定価4,270円　会員価格3,850円　No.959015

足場

１ 足場の組立て等の作業に従事する皆様へ
２ 移動式足場（ローリングタワー）の
　 組立て作業
移動式足場の組立、使用、移動、定置時の
注意点などわかりやすく解説

３ 脚立足場の組立て作業
脚立自体の構造、使用方法、脚立足場組立時・使用時
の注意点などわかりやすく解説

Part-1
足場及び作業の方法に関する知識
（特別教育用）（50分）
わく組足場、くさび緊結式足場の組立て作業等

Part-２
労働災害の防止に関する知識
（全講習共通用）（27分）
墜落・落下物防止措置等

DVD DVD

　フルハーネス型の使用方法や点検、災害発生時の措置と救助方法な
どを網羅しています。
　当DVDを使用することで、特別教育受講者の理解度が深まり、学
習効果を高めることが期待できます。

DVD

安全帯

作業手順書の作成及び災害事例研究のグループ演習用例題各5事例
を動画で収録しているDVDです。また、各演習用に使用するサブ
テキスト（PDF形式）を搭載したCD－ROMを添付しています。

職長・安全衛生責任者能力向上教育
グループ演習用視聴覚教材
定価55,170円
会員価格49,700円
No.756000
・DVD（10事例・101分）
・CD-ROM（10事例）

定価38,630円
会員価格34,800円
No.757000
・DVD（53分）

職長・安全衛生責任者能力向上教育

DVD CD-ROM

帯の身体保持の
構造と特長 落下距離の算定方法

ＤＶＤ収録内容の一例

グループ演習Ⅱグループ演習Ⅰ

ＤＶＤ収録内容の一例

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生教育用
DVD
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収録内容 (39分)

定価21,980円　会員価格19,800円
No.755101

定価42,740円　会員価格38,500円
No.755100
収録内容 (77分)

安全衛生教育用DVD　専門工事の安全衛生シリーズ・他

正しく使おう　フルハーネス型安全帯
フルハーネス型安全帯使用作業　特別教育用視聴覚教材DVD

職長・安全衛生責任者能力向上教育
グループ演習用視聴覚教材（DVD/CD-ROM）

安心安全な足場づくり（外部工事用足場編）
－足場の組立て等に係る安全衛生教育用DVD－

安心安全な足場づくり（内部工事用足場編）

定価11,630円　会員価格10,480円 No.741110
小規模な溝掘削を伴う上下水道などの建設工事における作業手順と留意
事項を分かりやすく解説しています。（30分）

土止め先行工法による安全作業の進め方

リスクアセスメントで最も重要な危険源を探し出すことにポイントをお
き、いままでと違った視点で危険源をリストアップしていくという手法を
分かりやすく説いています。

定価52,500円　会員価格47,300円（17分） No.953342

見なおそう
よりよい危険源のリストアップ法はこれだ

リスクアセスメントとは何か！
危険性・有害性を特定して、リスクの見積り、評価、そして対策・検討の仕
方をわかりやすく解説しています。
2部構成（パート1：17分、パート2：3分）
　　パート1：基本知識
　　パート2：リスクアセスメントの実践編
　●職長・安全衛生責任者教育に最適な教材です！

定価52,500円　会員価格47,300円（20分） No.953211

職長さんのやさしいリスクアセスメント

2部構成〔パート1：職長向（18分）、パート2：職長・作業員向（5分）〕
パート1：リスクアセスメント作業手順書の作り方
1.現場の実情に合った作業手順書の作り方。
2. 作業中の災害やヒヤリ・ハットしたことは、すぐに作業手順書を
手直しして、再発防止対策を行う。

パート2：リスクアセスメントKYのすすめ方
1. 従来のKYをさらに効果的にしたリスクアセスメントKYの進め方。

定価52,500円　会員価格47,300円（23分） No.953212

現場で活かすリスクアセスメント
－作業手順書とKY－

初めてリスクアセスメントに取り組む職長に対し、リスクアセスメントの
取り入れ方、進め方、リスクの見積り等について、具体的に低層住宅工
事現場をドラマの舞台にして、実践に即してわかりやすく解説していま
す。
　●職長・安全衛生責任者教育に最適な教材です！

定価58,610円　会員価格52,800円（26分） No.953908

どう始める？　リスクアセスメント

価格は、消費税込みです。



職長・安全衛生責任者が行う毎日の安全施行サイクル。
実施事項は分かっていても、確認すべきこと、指示すべきこと等、抜け落
ちがあるのではないでしょうか。
そこで、このビデオでは職長・安全衛生責任者が押さえておきたい、毎日
の安全施工サイクルの実践的ポイントを解説しています。
明日からの安全活動や職長教育・再教育にもお役立て下さい。

職長の仕事、職長会
※お届けに一週間ほどかかります。

元方事業者の安全衛生管理

統括管理・事業者責任

三大災害防止（災害事例から学ぶ）

定価52,500円　会員価格47,300円（41分） No.953930
セット No.953932

定価52,500円　会員価格47,300円（41分） No.953931
セット No.953932

熱中症

事業者  職長・安全衛生責任者教育に！
関係請負人編 パート1 21分　パート2 参考資料13分

元請  所長研修・安全衛生管理者教育に！
元方事業者編 パート1 28分　パート2 参考資料13分

「第1巻」とセットで
定価94,020円
会員価格84,700円

「第2巻」とセットで
定価94,020円
会員価格84,700円

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生教育用
DVD

44

安全衛生教育用DVD

熱中症予防教育等の副教材として最適です。作業員編（17分）と指導員編（24
分）の２枚セットで参考資料として現場で加工して使える「熱中症予防体調チェ
ックシート（職長用）」が添付されています。

定価46,400円　会員価格41,800円（17分、24分） No.953919

新版　熱中症の恐怖
～予防対策のポイント～

本作品は墜落と重機災害、この2つの実例を紹介し、送検されない為には、元請、
協力会社、事業者、職長は日頃からどの様な対策をすればよいかを説いています。

定価52,500円　会員価格47,300円（20分） No.953226

安衛法違反の送検事例から学ぶ安全管理
－あなたの職場は大丈夫ですか－

このビデオは、墜落・転落災害を被った方の被災後にスポットを当てました。事故後
の姿をドキュメンタリーで紹介し、安全の大切さを訴えます。
《このビデオの目的》
　1.墜落・転落の恐ろしさを再認識して頂く。
　2.安全が自分自身と家族のためのものであることを自覚して頂く。
　3.明日からの安全作業に対し、これまでの心構えを変えて頂く。

定価58,610円　会員価格52,800円（23分） No.953902

歩きたい
～墜落・転落－その意味するもの～

定価58,610円　会員価格52,800円（23分） No.953062

助かった！
－ヘルメット・安全帯の底力!!－

災害から自分の身を守るために、どのような対策をすればよいかを考えていただく
ための教材です。
　●新規入場時、送り出し教育に最適です！

定価42,740円　会員価格38,500円（10分） No.953243

墜落の瞬
と

間
き

～もしあなただったら墜落災害事例集～

2部構成（パート1：17分、パート2：6分）。
墜落した男の証言に基づき作成されたものです。作業者教育・職長教育に最適です。

定価52,500円　会員価格47,300円（23分） NO.953245

危険の実感・墜落した男の訴え

高所作業車で多い、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害などの災害事例を用い、
危険・有害要因の排除等について解説しています。

定価52,500円　会員価格47,300円（15分） No.953228

知って安全　高所作業車の作業心得

「現場の巡視」、「危険に対する考え方」、「具体的な事例」などの説明を通して安全
に対する意識を目的としたものです。 

定価61,050円　会員価格55,000円（17分）教育対象者：全作業者
No.953906

なぜ落ちたのお父さん

墜落・転落災害の中でも群を抜いて多いのが、脚立・梯子からの墜落・転落です。決
め手は、一人一人が脚立・梯子を正しく使って作業すること。このビデオでは使う人
の視点に立って、災害を起こさないためには、どうしたらいいのかを皆さんと一緒に
考えていきます。

定価58,610円　会員価格52,800円（25分） No.953904

魔の一瞬 －脚立・梯子篇－
～怪我をするのはあなた！～

これから職長・安全衛生責任者教育を受講される方々に本教育の目的とカ
リキュラムの要点を短時間で解りやすく紹介しています。

定価52,500円　会員価格47,300円（15分） No.953920

職長・安全衛生責任者教育
～その目的とカリキュラムのポイント～

本教材は、職長等の管理能力の向上を目的とし、安全施工サイクルのポイ
ントを紹介したものです。職長教育はもちろん、現場の元請け職員の教育
用としても役立ちます。

定価54,950円　会員価格49,500円（16分） No.953005

安全施工サイクルと職長の役割

■安全朝礼
■作業指示と安全ミーティング

■危険予知活動
■作業中の指導・監督

定価58,610円　会員価格52,800円（17分） No.953935

職長・安全衛生責任者が押さえておきたい
毎日の安全施工サイクル

災害が現場で起きたら、自分は一体何をすればいいのか。常日頃から災害
が発生したとき、あわてないで各自の役割と対応の仕方を訓練していただ
くための教材です。

定価52,500円　会員価格47,300円（32分） No.953330

知っておこう　災害発生時のあなたの役割

新規入場時、雇入時、作業変更時の教育に!!
現場で守るべきルールやマナーをベテランプロの職長たちがアドバイス!!

定価46,400円　会員価格41,800円（16分） No.953233

プロの職長からのアドバイス

建設現場の統括管理　第1巻 －元方事業者編－

建設現場の統括管理　第2巻 －関係請負人編－

災害防止のために大きなウエートを占める統括管理を災害防止協議会、安全
工程打合せから標識などの統一、教育などまでわかりやすくドラマ形式で
解説したものです。

定価54,950円　会員価格49,500円（17分） No.953007

災害防止のために
これが統括管理のポイントだ

労働安全衛生法に基づく「事業者責任」を取り上げ、事業者および職長の責任、
安全管理の組織的方法等について解説したものです。

定価54,950円　会員価格49,500円（13分） No.953011

事業者責任って何だ
～協力会社の安全管理～

※当協会で扱っている、DVDは全て閲覧可能です。DVD試写の際は、お電話（03-3453-3391）でご予約ください。



建設機械、クレーン災害の防止など

ヒューマンエラー

※お届けに一週間ほどかかります。

衛生管理

新規入場・新人教育

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生教育用
DVD
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安全衛生教育用DVD　

建設現場に共通する基本的な安全の心得を12項目にまとめました。

定価54,950円　会員価格49,500円（14分） No.953111

新規入場者の心得12ヶ条  ～一緒に学ぼう安全の基本～

建設作業者が遵守すべき安衛法、安衛則、クレーン則を事例で紹介し、
わかりやすく解説しています。
　● 雇入時教育・送り出し教育・不安全行動の防止等の教育に最適です！

定価52,500円　会員価格47,300円（18分） No.953242

作業員の6つの法的義務  ～知らないではすまされない～

スイカ・実験体・ドラム缶等がもし、我が身であったら、現場の作業中で「何
が危険か」「どうなれば危険か」を災害実験で「見て」「聞いて」「感じて」
ください。
　この作品は危険を危険と感じる感受性を高めていただくための教材です。

定価52,500円　会員価格47,300円（23分） No.953332

目で学ぶ　危険の体感実験
－これが我が身であったら－ 

この作品は作業員自身がルールを守ろうと思ってもらう為の物です。そし
て何をしてはいけないのか、しなければいけないのかを、「労働安全衛生
法」、「安全施工サイクル」、「作業手順書」を元に説明しています。

定価46,400円　会員価格41,800円（17分） No.953345

必ず守ろう！安全ルール　心にくさびを

掘削・積込み作業でかかせぬ重機……
バックホウこの重機による災害が多発しています。転倒・転落・激突・は
さまれ・巻き込まれ等でオペレータ・周辺作業員が被災者となっています。
このバックホウによる災害をなくすためにオペレータ側、周辺作業員側と
それぞれの安全作業のポイントを分かり易く解説しています。
パート２ではローラーの安全作業のポイントを解説しています。

定価46,400円　会員価格41,800円（28分） No.954031

知ろう 重機の危機ココが危ない
－ オペレータと周辺作業員の安全 －

1.作業服　2.運転資格　3.作業前打合せ　4.機体の設置
5.作業開始前点検　　　6.荷の重量確認　
7.本作業（巻き上げ、地切り、移動、旋回、荷おろし他）

定価66,550円　会員価格59,950円（18分） No.953022

〈改訂版〉移動式クレーンの安全運転

現場で頻繁に使用されるラフテレーンクレーン、積載形トラッククレーン
について、安全に作業を進めるための基本的なポイントをわかりやすく解
説しています。

定価52,500円　会員価格47,300円（43分） No.953031

移動式クレーンの脅威

現場での仮設材・鉄筋・型枠材その他資材や材料・工具を、どの様な治具
を使用して行うのか等、安全な玉掛け方法のポイントをわかりやすく解説
しています。

定価52,500円　会員価格47,300円（19分） No.953030

ザ・玉掛け
～安全な玉掛け作業の知識～

小型移動式クレーンとユンボの威力を検証

定価58,610円　会員価格52,800円（20分） No.953059

重機が襲う！

「ウッカリ」、「ボンヤリ」、「勘違い」等は、人間特有のミス、すなわちヒ
ューマンエラーは、統計によると災害のほとんどに関わっていると言われ
ていますが、本作品はヒューマンエラーが原因で発生する災害を、その災
害事例をもとに対策についてわかりやすく解説しています。

定価52,500円　会員価格47,300円（14分） No.953224

建設現場のヒューマンエラーを防ぐ決め手

本作品では、バックホウの「近くで作業する人」や「近くを通る人」が事
故に遭わないために、何に注意して、どう行動すれば良いかをリアルな
3DCGの映像で、分かりやすく解説しています。

定価58,610円　会員価格52,800円（17分） No.953218

バックホウ ヒューマンエラーに気を付けろ！

職長教育用として作成されています。

定価54,950円　会員価格49,500円（13分） No.953219

落ちるな・転ぶな・無茶するな！
－ヒューマンエラーを防止しよう－

不安全行動を見つけた時、あなたの現場の職長さんは正しく指導できてま
すか？頭ごなしに叱っても不安全行動は直りません。安全指導にはコツが
あるのです。ドラマの職長を一度見てください！自分にも出来そうだと、
きっと思えるはずです。

定価58,610円　会員価格52,800円（21分） No.953349

不安全行動を正す教え方

平成21年７月10日に改正された「チェーンソー以外の振動工具の取扱い
業務に係る振動障害予防対策指針」に基づく「振動工具取扱い作業従事者
教育用DVD」です。

定価58,610円　会員価格52,800円（20分） No.953921

振動障害にならないために
～正しい作業と健康管理～

定価46,400円　会員価格41,800円（22分） No.954020

作業員の方が、腰痛についての知識とそして作業前の簡単ストレッチで未
然に防げると分かり易く説いています。

腰は体の要 仕事の要
－ 腰痛予防対策とストレッチ －

定価66,550円　会員価格59,950円（26分） No.953036

現代のストレス社会の中で、私達が「健康な人生」を手にするため、健康を
守る「自己チェック」の能力を高めていく必要がある。
　1．生活習慣病の多発傾向の背景
　2．生活習慣病の自己チェックと予防のポイント・がん・心臓病・脳血
　　  管疾患・うつ病
　3．健康生活のキーワード（人生80年時代を迎えて）

〈改訂版〉生活習慣病の自己チェック
～心身の変化をキャッチしよう～　監修：医学博士　埋忠洋一

災害を防ぐための健康管理のすすめ
中高年齢作業員の健康と安全対策
産業医がかたる あなたの健康へのアドバイス

定価52,500円　会員価格47,300円（58分） No.953335

チェックしようあなたの健康
チェックしようあなたの安全

定価46,400円　会員価格41,800円（19分） No.954010

本作品では中高年齢者による転倒の原因と対策を解説。
そして筋力を保持していくためのストレッチを紹介しています。

アッ 危ない！ なぜ転倒するのか
－ その原因と予防対策 －

価格は、消費税込みです。



※お届けに一週間ほどかかります。

道路建設工事

石綿（アスベスト）

酸欠災害

中毒予防

有機溶剤

電動工具関係

電気・感電

保護具・作業者を育てる・その他

※当協会で扱っている、DVDは全て閲覧可能です。DVD試写の際は、お電話（03-3453-3391）でご予約ください。

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法

安全衛生教育用
DVD
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安全衛生教育用DVD

廃棄物分別の必要性と精度向上に必須の教材

定価58,610円　会員価格52,800円（22分） No.953047

現場分別 －リサイクルへの第一歩－ 

現場に危険を蓄積させない具体的な対策とは何か

定価58,610円　会員価格52,800円（25分） No.953050

明日からでは遅すぎる・2 －誰がやる！－

チームでも一人でも危険予知活動が身につく方法

定価34,810円　会員価格31,360円（15分） No.953053

事故・災害はゼロにできる－低層建築現場のKY活動の進め方－

定価52,500円　会員価格47,300円（16分） No.953241

これぞ究極の安全パトロール
－危険有害要因を活かして－

自分のことは自分自身で守るという意識を高め、5つの努力の必要性を述べています。

定価61,050円　会員価格55,000円（13分） No.953918

イメージすれば危険が見える  －自分を守る5つの努力－

現場の安全と効率につながる手順書のつくり方

定価58,610円　会員価格52,800円（23分） No.953061

作業手順書ってなんだ?! －作業の安全と効率アップに－

保護帽　保護めがね　耳栓、耳覆い　呼吸用保護具・ろ過式・給気式保護手 
袋　安全靴、作業靴、プロテクティブスニーカー　安全帯保護具使用の基本原則

定価66,550円　会員価格59,950円（24分） No.953923

〈改訂版〉安全衛生保護具を正しく使おう

建設現場では、いつ自分が遭遇するか、いつ起きるかもしれない災害これ
が我が身であったら……
映像を見て、「何が危険か」「どうなれば危険か」を危険を危険と感じる感
性を高めて現場で危険を回避していただくための実験映像です。

定価52,500円　会員価格47,300円（23分） No.954030

見て感じて危険回避
－ もしも我が身であったら －

定価58,610円　会員価格52,800円（24分） No.953063

本ビデオでは、石綿（アスベスト）の危険から身の守り方について、わか
りやすく解説しています。

見えない侵入者への危険予知
－アスベスト・粉じん対策－

酸欠！どのような場所が危ないのか、入る前に何をすべきか分かり易く説
いています。特別教育補助教材としても適します。

定価46,400円　会員価格41,800円（21分） No.953347

〈新版〉酸欠　ここが危ない！！
－酸素欠乏症等・硫化水素中毒を防ぐためには－

酸欠の事故事例を示し、安全な酸欠危険作業のポイントを解説しています。

定価66,550円　会員価格59,950円（29分） No.953121

〈改訂版〉酸欠症等の災害事例と安全作業のポイント

平成10年6月1日に策定された「建設業における一酸化炭素中毒予防のた
めのガイドライン」に基づき、安衛関係法令の講ずべき措置を加えて制作
されています。

定価46,400円　会員価格41,800円（19分） No.953933

一酸化炭素中毒ココが危ない
エンジン式機械の正しい使い方

定価66,550円　会員価格59,950円（24分） No.953039

〈改訂Ⅲ版〉安全な有機溶剤作業の基礎知識
－有機溶剤中毒を防ぐには－

1.災害事例　2.研削といしの種類　3.保護具
　●グラインダの特別教育用補助教材としても適します。

定価46,400円　会員価格41,800円（31分） No.953037

切る・削る・磨くの危機
自由研削用グラインダの取扱いと安全

なぜ安全カバーがあるのか、保護めがねが必要なのか？　応急処置も収録

定価36,630円　会員価格33,000円（12分） No.953054

切る！刺す！
－電動工具の威力を検証－

定価58,610円　会員価格52,800円（28分） No.953048

魔の一瞬Ⅱ
－電動・エアー工具篇－

定価58,610円　会員価格52,800円（27分） No.953333

知らないとケガをする！電動丸のこの使い方
－使用前準備と使用時のポイント－

定価46,400円　会員価格41,800円（21分） No.953346

低圧電気による感電災害等、災害事例を交えて低圧電気の基礎知識を解説。
特別教育補助教材としても適します。

〈新版〉知っておきたい低圧電気の衝撃
－感電災害を防ぐために－

電気取扱者の他、電気を日常利用している作業者を対象に、その危険性と救
急処置の基礎知識について解説し、感電災害防止への安全意欲を喚起します。

定価66,550円　会員価格59,950円（31分） No.953024

〈改訂Ⅱ版〉感電の基礎知識
－その危険性と救急手当－

定価54,950円　会員価格49,500円（25分） No.953058

道路上の工事における労働災害事例と
その防止対策＋災害発生時の対応と救助

脚立、丸のこ、釘打ち、サンダー、開口部の災害事例をベテラン作業者に再現して
もらい、『どこが危険』で、『どうすればよかったのか？』災害事例を分析・説明す
る内容になっており、どれも明日からすぐに活かせるものばかりです！

定価58,610円　会員価格52,800円（25分）  No.953348

近道・省略行動がまねく危険！
－災害事例から読み解く安全の極意－



名入れは有料でうけたまわっています
社名等の印刷ができる商品には「　　」が付いています。
　　印の右側の数字は名入れのできる最小数量（1種類）を表わしています。
　　　　　　　最小数量50枚より名入れが可能50枚

名入れ印刷代
原則として印刷の刷色は、黒1色です。社名等の印刷代は、ご注文の用品、内容数量によって下記のとおりとなります。

○版・印刷代　定価17,450円、会員価格15,720円（１色刷の場合）＋組数分代金。
○ただし、2,000枚（200組及び400組）以上は、版・印刷代をサービス（多色の場合は１色分がサービスと
なります）。

枚　　数 版　　代 印 刷 代 備　　　　　考
定 価 会員価格 定 価 会員価格

新　　規

50～499 6,160円 5,550円 9,540円 8,590円 ただし、多色の場合は、
　版　代×色数
　　　　　　　　＋枚数分代金
　印刷代×色数
となります。
※サービスについては１色分となります

500～999 6,160円 5,550円 サービス

1,000以上 サービス サービス

二回目以降
50～499 サービス 9,540円 8,590円

500以上 サービス サービス

（ ）

　※ B2判ポスターとA1判ポスターとA2判ポスター、A1判相当は、別々の取扱いになります。
　　版代・印刷代については、別々の代金になります。
　※版の保管期間は、前回作成時より2年間です。

のぼり（1種類5枚以上から1枚単位）

安全旗、社旗（1種類5枚以上から1枚単位）

週間等ワッペン（500枚（50組及び100組）以上から１組単位）

　※上記価格は印刷代を含めた1枚当たりの価格です。
　※サイズの違うのぼりは別々の取扱いになります。

　※上記価格は印刷代を含めた1枚当たりの価格です。
　※地染加工の社旗の場合、社旗代に30％増です。

　純綿製（ポリエステルでも作成出来ます。）

のぼり

ポスター（1種類50枚以上から1枚単位） ポスター

B2判

A1判

○　○　建　設

ワッペン

安全旗 社　旗

○　○　建　設 ○　○　建　設

会社マーク

○　○　建　設

○○ 建設（株）

○○ 建設（株）

枚　　数 のぼり（1色刷り）
定 価 会員価格

5～9 4,480円 4,040円

10～19 3,790円 3,410円

20～49 3,090円 2,780円

50～99 2,600円 2,340円

100以上 1,900円 1,710円

上記価格に
プラス

マーク入り150円増

1色増し加工の場合は、20％増

枚　　数
安全旗（1色）、社旗（2色まで）

大（104×156㎝） 中（86×129㎝） 小（70×105㎝）
定 価 会員価格 定 価 会員価格 定 価 会員価格

5～9 5,210円 4,690円 4,480円 4,040円 3,770円 3,400円

10～19 4,260円 3,840円 3,560円 3,210円 2,960円 2,670円

20～49 3,670円 3,310円 2,850円 2,570円 2,380円 2,140円

50～99 2,960円 2,670円 2,140円 1,930円 1,780円 1,600円

100以上 2,260円 2,040円 1,410円 1,270円 1,130円 1,020円

上記価格
にプラス 1色増し加工の場合は、20％増

○○ 建設（株）

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

図書・用品の
ご注文方法

社名等名入れ
印刷のご案内
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社名等名入れ印刷のご案内



建設業労働災害防止協会
各道府県支部  へご連絡ください。

※連絡先はカタログ裏表紙に掲載 ※P50 安全衛生図書・用品申込書掲載
※ 青森県、新潟県、佐賀県及び鹿児島県の非会員の方は、左記の教材
管理課へ注文してください。

東京都以外の方

○版・印刷代　定価7,120円　会員価格6,410円（１色刷の場合）
　＋組数分代金。
○ただし、30組（300本）以上は、版・印刷代をサービス。
　（多色の場合は１色分がサービスとなります）

○版代　定価9,490円　会員価格8,550円
　＋印刷代（定価70円　会員価格60円×枚数）＋枚数分代金。
※版の保管期間は、前回作成時より2年間です。

○版代　定価9,490円　会員価格8,550円
　＋印刷代（定価70円　会員価格60円×個数）＋個数分代金。
※版の保管期間は、前回作成時より5年間です。同一種類の保護帽のみ有効です。

タオル（10組（100本）以上から１組単位）

安全標識（B・E）、ビニールのぼり（10枚以上から１枚単位）

保護帽（10個以上から１個単位）

タオル

○
　○
　建
　設

字体見本

建設業労働災害防止協会　角ゴシック
建設業労働災害防止協会　丸ゴシック
建設業労働災害防止協会　明朝体
その他希望される字体をうけたまわっています。

マーク

出来上がり日数

▼社名印刷、特注用品についてのお問い合わせは、
●製作日数は受注後、ポスター、のぼり、ワッペン等は、約3週間かかります。（安全旗・社旗・タオルについては、約４週間）

社名等名入れのお申込み方法
1.お申込みは間違いをふせぐため、原稿をいただいております。
2.会社マーク、指定字体で社名を印刷する場合には、現物見本（封筒に社名が印刷されたもの等）かデータを添えてお申込み下さい。
3.文字の色、大きさ、位置をご指定の場合は、申込み時に、担当者へお伝え下さい。
4.安全衛生旗、労働衛生旗、建災防統一標識、安全標識（C・D・G）、横幕、腕章等については名入れできません。名入れのできる商品には、
「 」の印があります。
※2を選択された場合、通常よりお時間をいただくことがあります。

建設業労働災害防止協会
教材管理課  へご連絡ください。

電話 03-3453-3391

東京都内の方

安全標識

保護帽

○ ○ 建 設

差し替え

○　○　建　設

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

図書・用品の
ご注文方法

社名等名入れ
印刷のご案内
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社名等名入れ印刷のご案内



▼図書・用品のお問い合わせ・お申し込みは、

建設業労働災害防止協会
教材管理課  へご連絡ください。

電話 03-3453-3391
※P50 安全衛生図書・用品申込書掲載

建設業労働災害防止協会
各道府県支部  へご連絡ください。

※連絡先はカタログ裏表紙に掲載 ※P50 安全衛生図書・用品申込書掲載
※ 青森県、新潟県、佐賀県及び鹿児島県の非会員の方は、左記の教材
管理課へ注文してください。

東京都内の方 東京都以外の方

※DVDを単独で注文の場合には、送料は1,220円となります。
※ 図書とDVDを同時にお申込の際は、図書の発送料とDVDの発送料（1,220円）を比較して、発送料の高い方を申し受けます。
※必着希望については通常の発送料の他に別途必着料金2,040円がかかります。但し、配達時間の指定はお受けできません。
※航空便・短期期日の必着等の指定扱いは実費となります。

ポスターのみで購入金額5,000円以下の場合の送料となりますが、
のぼり、ワッペンなど他の用品も同時にご購入いただいた場合は、
①【図書・用品（ポスター含む）の注文の場合】の送料が適用されます。

①【図書・用品（ポスター含む）の注文の場合】

②【ポスターのみで5,000円以下の注文の場合】

※安全衛生用品の一部（安全靴他）、その他安全衛生DVDは、お届けに一週間ほどかかります。
※このカタログ記載の内容・価格等は令和3年4月1日現在のものです。表示価格は消費税込みです。
※その他、当該図書用品カタログに掲載の商品につきましては、原則として返品をお断りしております。

インターネットのご案内

5,001円～10,000円 1,220円 20,001円～ 2,440円
～ 5,000円 610円 10,001円～20,000円 1,830円

ご購入金額 送　料 ご購入金額 送　料

１回の発送につき 760円
ご購入金額 送　料

発送料一覧

https://www.kensaibou.or.jp/ 建災防 検索

※当協会で扱っているDVDは全て閲覧可能です。
　DVD試写の際は、お電話でご予約ください。

図書・用品コーナーの入り口です。

〈所在地〉
〒108-0014 東京都港区芝5-20-14  
　　　　　 三田鈴木ビル5階
TEL：03-3453-3391　FAX：03-3453-5735
営業時間：平日8:30~17:00
JR田町駅西口より徒歩３分

地図

新型コロナウイルス感染症対策
外国人教育用教材

クールワークキャンペーン
墜落・転落災害撲滅キャンペーン
転倒災害防止
救急・非常時対策

用品・記念品

三大災害絶滅運動
安全施工サイクル
ポスター・ワッペン

のぼり・横幕
旗・腕章

安全標識等

安全衛生保護具
石綿則関連標識

安全衛生教育用
DVD

社名等名入れ
印刷のご案内

図書・用品の
ご注文方法
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図書・用品のご注文方法 図書購入の際、購入する支部の会員でなければ、
会員価格では購入できません。



建災防メール配信 検索

ホームページ
メール配信希望は
こちらからアクセス！



　 支部名 所　在　地 電話番号 FAX番号

ご注文は各道府県支部にお願いします。

北海道 〒060-0004　札幌市中央区北4条西3丁目　北海道建設会館7階 011-261-6187 011-251-2305
青　森 〒030-0803　青森市安方2-9-13　青森県建設会館1階 017-773-6200 017-773-6201

岩　手 〒020-0873　盛岡市松尾町17-9　岩手県建設会館3階 019-623-4411 019-653-6113
宮　城 〒980-0824　仙台市青葉区支倉町2-48　宮城県建設産業会館5階 022-224-1797 022-265-5604
秋　田 〒010-0951　秋田市山王4-3-10 018-823-5499 018-865-2306
山　形 〒990-0024　山形市あさひ町18-25 023-642-3033 023-641-2590
福　島 〒960-8061　福島市五月町4-25　福島県建設センター3階 024-522-2266 024-505-0137
茨　城 〒310-0062　水戸市大町3-1-22　茨城県建設センター3階 029-300-4638 029-300-4639
栃　木 〒321-0933　宇都宮市簗瀬町1958-1　栃木県建設産業会館内 028-639-3133 028-639-3806
群　馬 〒371-0846　前橋市元総社町2-5-3　群馬建設会館1階 027-252-1669 027-253-1776
埼　玉 〒336-0031　さいたま市南区鹿手袋4-1-7　埼玉建産連会館3階 048-862-2542 048-862-9764
千　葉 〒260-0013　千葉市中央区中央4-16-1　建設会館ビル4階 043-225-8524 043-225-9818
東　京 〒104-0032　東京都中央区八丁堀2-5-1　東京建設会館3階 03-3551-5372 　
神奈川 〒231-0011　横浜市中区太田町2-22　建設会館2階 045-201-8456 045-201-7735
新　潟 〒950-0965　新潟市中央区新光町7-5　新潟県建設会館2階 025-285-7141 025-285-7144

富　山 〒939-3545　富山市水橋入部町字元禄4-62 076-478-4900 076-478-5090
石　川 〒921-8036　金沢市弥生2-1-23　石川県建設総合センター6階 076-244-7146 076-244-7265
福　井 〒910-0853　福井市城東4-12-21　福井地区建設業会館内 0776-24-1197 0776-21-8094
山　梨 〒400-0031　甲府市丸の内1-13-7　山梨県建設会館2階 055-221-8810 055-228-8882
長　野 〒380-0824　長野市南石堂町1230　長建ビル2階 026-228-7200 026-224-3061
岐　阜 〒500-8382　岐阜市藪田東1-2-2　岐阜県建設会館内 058-276-3743 058-276-6848
静　岡 〒420-0857　静岡市葵区御幸町9-9　静岡県建設業会館内 054-255-1080 054-272-6034
愛　知 〒460-0008　名古屋市中区栄3-28-21　愛知建設業会館4階 052-242-4441 052-242-4440
三　重 〒514-0003　津市桜橋2-177-2　三重県建設産業会館1階 059-227-5922 059-225-7011
滋　賀 〒520-0801　大津市におの浜1-1-18 077-522-3232 077-522-7743
京　都 〒604-0944　京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町645　京都建設会館本館 075-231-6587 075-251-0058
大　阪 〒540-0031　大阪市中央区北浜東1-30　大阪建設会館2階 06-6941-2961 06-6941-4885
兵　庫 〒651-2277　神戸市西区美賀多台1-1-2　兵庫建設会館2階 078-997-2323 078-997-2327
奈　良 〒630-8241　奈良市高天町5-1　奈良県建設会館2階 0742-22-3345 0742-22-3346
和歌山 〒640-8262　和歌山市湊通り丁北1-1-8 073-436-1327 073-426-3987
鳥　取 〒680-0022　鳥取市西町2-310　鳥取県建設会館 0857-24-2281 0857-24-2283
島　根 〒690-0048　松江市西嫁島1-3-17 0852-21-9004 0852-31-2166
岡　山 〒700-0827　岡山市北区平和町5-10　岡山建設会館1階 086-225-4132 086-225-5392
広　島 〒730-0012　広島市中区上八丁堀8-10　クロスタワー2階 082-228-8250 082-211-3499
山　口 〒753-0074　山口市中央4-5-16　山口県商工会館4階 083-924-3743 083-923-7252
徳　島 〒770-0931　徳島市富田浜2-10　徳島県建設センター2階 088-622-3113 088-652-7609
香　川 〒760-0026　高松市磨屋町6-4　香川県建設会館3階 087-821-5243 087-821-5229
愛　媛 〒790-0903　松山市二番町4-4-4 089-943-5330 089-933-0168
高　知 〒780-0870　高知市本町4-2-15　高知県建設会館2階 088-822-0321 088-822-0513
福　岡 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-14-18　福岡建設会館3階 092-483-5101 092-483-5103
佐　賀 〒840-0041　佐賀市城内2-2-37　佐賀県建設会館内 0952-26-2779 0952-26-2789

長　崎 〒850-0874　長崎市魚の町3-33　長崎県建設総合会館4階 095-820-7755 095-820-7744
熊　本 〒862-0976　熊本市中央区九品寺4-6-4　熊本県建設会館4階 096-371-3700 096-364-2020
大　分 〒870-0045　大分市城崎町3-3-41 097-538-0745 097-538-0323
宮　崎 〒880-0805　宮崎市橘通東2-9-19　宮崎県建設会館4階 0985-20-8610 0985-20-8504
鹿児島 〒890-8512　鹿児島市鴨池新町6-10　鹿児島県建設センター3階 099-257-9211 099-257-9214

沖　縄 〒901-2131　浦添市牧港5-6-8　沖縄県建設会館5階 098-876-5273 098-876-1198

建設業労働災害防止協会　教材管理課
〒108-0014　東京都港区芝5-20-14　三田鈴木ビル５階

TEL 03-3453-3391
FAX 03-3453-5735

建災防 検索

※都内の方の注文は下記へ

※青森県支部の非会員の方は下記教材管理課へご注文下さい。

※新潟県支部の非会員の方は下記教材管理課へご注文下さい。

※佐賀県支部の非会員の方は下記教材管理課へご注文下さい。

※鹿児島県支部の非会員の方は下記教材管理課へご注文下さい。

注文先一覧表

至 品川

至 品川

※◎JR 山手線・京浜東北線　田町駅　三田口（西口）から　徒歩 3 分　◎都営地下鉄浅草線・三田線　  三田駅　A3 出口から　徒歩１分

至 東京

至 銀座

至 大手町

地下鉄
A1出入口

田町駅

地下鉄A3出入口

札の辻 第一京浜
（国道15号）

建設業労働災害防止協会
本　部

三田鈴木ビル 5階 日
比
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通
り

建設業労働災害防止協会
教材開発センター　教材管理課安全衛生

総合会館
7階
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