
価格改定商品一覧（ポスター・用品）　ー令和4年4月1日受注分より適応ー 令和4年1月

コード 現在価格 新価格 本体価格
番号 （税込） （税込） （税抜）

週間品 スローガン大ポスター ¥319 ¥352 ¥320
週間品 キャンペーンポスター（タレント・着物・健康づくりほか） ¥352 ¥374 ¥340
週間品 キャンペーンポスター（風景・動物・子供・ヨシだ君ほか） ¥275 ¥297 ¥270
週間品 ミニポスターセット（7枚組） ¥1,320 ¥1,430 ¥1,300
週間品 紙のぼり（耐水用紙・特大） ¥352 ¥374 ¥340
週間品 紙のぼり（耐水用紙・大） ¥209 ¥231 ¥210
週間品 紙のぼり（耐水用紙・小） ¥176 ¥187 ¥170
週間品 紙のぼり（耐水用紙・準備期間・大） ¥209 ¥231 ¥210
週間品 週間のぼり布　ジャンボ ¥16,940 ¥17,600 ¥16,000
週間品 週間のぼり布　 ¥2,299 ¥2,420 ¥2,200
週間品 週間横幕布 ¥2,299 ¥2,420 ¥2,200
週間品 各スローガンのぼり（布） ¥2,541 ¥2,750 ¥2,500
週間品 年末年始無災害運動のぼり(謹賀新年、無災害でいこう） ¥2,299 ¥2,420 ¥2,200
週間品 各週間バッジ（20個入り） ¥693 ¥737 ¥670
手帳 安全衛生手帳（緑・赤） ¥770 ¥825 ¥750
カレンダー 安全衛生カレンダー ¥1,320 ¥1,430 ¥1,300
ポスター 安全衛生ポスター ¥275 ¥297 ¥270

安全衛生ポスター（年間購読料） ¥5,724 ¥6,336 ¥5,760
実践ポスター ¥396 ¥418 ¥380

かべしんぶん 安全衛生かべしんぶん ¥220 ¥242 ¥220
安全衛生かべしんぶん（年間購読料） ¥4,033 ¥4,620 ¥4,200

のぼり 常時用のぼり、常時用横幕 ¥2,431 ¥2,640 ¥2,400
常時用のぼり（蛍光大型） ¥3,190 ¥3,410 ¥3,100
スマートのぼり ¥1,430 ¥1,540 ¥1,400

41512 国旗（綿・大） ¥2,090 ¥2,310 ¥2,100
41513 国旗（綿・中） ¥1,430 ¥1,650 ¥1,500
41514 国旗（綿・小） ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
41414 ゼロ災旗（綿・黄緑・大） ¥2,860 ¥3,190 ¥2,900
41418 ゼロ災旗（綿・黄緑・中） ¥2,090 ¥2,310 ¥2,100
41417 ゼロ災旗（綿・黄緑・小） ¥1,540 ¥1,650 ¥1,500
41416 ゼロ災旗（綿・青・大） ¥2,860 ¥3,190 ¥2,900
41411 ゼロ災旗（綿・青・中） ¥2,090 ¥2,310 ¥2,100
41410 ゼロ災旗（綿・青・小） ¥1,540 ¥1,650 ¥1,500
41312 労働衛生旗（綿・大） ¥2,200 ¥2,420 ¥2,200
41313 労働衛生旗（綿・中） ¥1,540 ¥1,760 ¥1,600
41314 労働衛生旗（綿・小） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
41211 安全旗（綿・特大） ¥3,080 ¥3,520 ¥3,200
41212 安全旗（綿・大） ¥1,804 ¥2,090 ¥1,900

品　名



41213 安全旗（綿・中） ¥1,320 ¥1,430 ¥1,300
41214 安全旗（綿・小） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
41146 安全衛生旗（ｱｸﾘﾙ生地･ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･大） ¥6,270 ¥6,600 ¥6,000
41145 安全衛生旗（ｱｸﾘﾙ生地･ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･中） ¥4,730 ¥4,950 ¥4,500
41147 安全衛生旗（ｱｸﾘﾙ生地･ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･小） ¥3,366 ¥3,520 ¥3,200
41111 安全衛生旗（綿・特大） ¥3,630 ¥4,070 ¥3,700
41112 安全衛生旗（綿・大） ¥2,200 ¥2,420 ¥2,200
41113 安全衛生旗（綿・中） ¥1,540 ¥1,760 ¥1,600
41114 安全衛生旗（綿・小） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
44300 ドアマグネット（開閉注意） ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44284 ドアステッカー(開閉注意)(5枚入) ¥550 ¥660 ¥600
44295 すべり止めテープ（注意・黄） ¥3,740 ¥4,070 ¥3,700
44299 足元注意床シール ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44289 指差確認床シール（両差し） ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44288 段差注意床シール ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44287 左右確認床シール ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44285 指差確認床シール ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44236 とまれ床シール ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44248 ＳＴＯＰ指差確認床シール（横） ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
44247 指差確認床シール（横長） ¥1,760 ¥1,870 ¥1,700
44246 ながらスマホ禁止床シール ¥1,760 ¥1,870 ¥1,700
44245 手すりステッカー（転倒・転落防止 4枚入) ¥550 ¥660 ¥600
44298 手すりステッカー（４枚入） ¥550 ¥660 ¥600
44237 超高輝度蓄光シール ¥1,078 ¥1,100 ¥1,000
44269 指差し呼称シール（ヨシだ君）左差し ¥330 ¥440 ¥400
44268 指差し呼称シール（ヨシだ君）右差し ¥330 ¥440 ¥400
44257 シール・氏名記入（２０枚入） ¥275 ¥440 ¥400
44221 シール＊ゼロ災（２０枚入） ¥220 ¥330 ¥300
44086 年末年始無災害運動ワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44065 全国労働衛生週間ワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44062 全国安全週間ワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44087 安全最優先ワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44085 ワッペン（声かけ安全作業・５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44083 ゼロ災ヨシワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44080 フォークリフト運転者ワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44079 安全運転ワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44078 ゼロ災でいこうワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44077 ご安全にかえるワッペン（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44074 安全宣言ワッペン（３枚入） ¥693 ¥726 ¥660
44072 安全第一ワッペン ¥132 ¥143 ¥130
44057 ワッペン・安全衛生推進者 ¥132 ¥143 ¥130
44056 新入者ワッペン ¥220 ¥242 ¥220



44054 ワッペン・産業医 ¥660 ¥715 ¥650
44049 安全衛生反射ワッペン ¥165 ¥187 ¥170
44035 ワッペン・安全衛生推進員 ¥132 ¥143 ¥130
44029 ワッペン・衛生管理者 ¥660 ¥715 ¥650
44015 ワッペン（指差呼称）（５枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44010 ワッペン・安全衛生委員 ¥132 ¥143 ¥130
44009 ワッペン・安全管理者（デラックス） ¥770 ¥825 ¥750
44007 ワッペン・安全委員 ¥132 ¥143 ¥130
44006 ワッペン・安全管理者 ¥660 ¥715 ¥650
44004 ワッペン＊総括安全衛生管理者 ¥660 ¥715 ¥650
43411 バッジ・ゼロ災（ブリキ・緑） ¥154 ¥165 ¥150
43409 ゼロ災バッジ（塩ビ・１０個入） ¥462 ¥660 ¥600
43408 バッジ・安全第一（ブリキ） ¥132 ¥143 ¥130
43406 バッジ・ゼロ災（アルミ） ¥143 ¥165 ¥150
43301 バッジ・安全衛生委員（ブリキ） ¥132 ¥143 ¥130
45222 修了証ケース（濃緑・梨地） ¥198 ¥220 ¥200
45231 修了証ケース（紺・梨地・３袋付） ¥253 ¥275 ¥250
45225 修了証ケース　ガス溶接（濃緑・梨地） ¥198 ¥220 ¥200
45173 修了証用紙（５０枚入） ¥616 ¥660 ¥600

48111 安全衛生旗楯（大） ¥7,480 ¥8,030 ¥7,300
48112 安全衛生旗楯（中） ¥5,720 ¥6,160 ¥5,600
48113 安全衛生旗楯（小） ¥4,510 ¥4,840 ¥4,400
48114 安全旗楯（大） ¥7,480 ¥8,030 ¥7,300
48115 安全旗楯（中） ¥5,720 ¥6,160 ¥5,600
48116 安全旗楯（小） ¥4,510 ¥4,840 ¥4,400
48117 労働衛生旗楯（大） ¥7,480 ¥8,030 ¥7,300
48118 労働衛生旗楯（中） ¥5,720 ¥6,160 ¥5,600
48119 労働衛生旗楯（小） ¥4,510 ¥4,840 ¥4,400
48120 安全衛生クリスタル楯（大） ¥11,990 ¥13,200 ¥12,000
48121 安全衛生クリスタル楯（中） ¥9,680 ¥10,780 ¥9,800
48122 安全衛生クリスタル楯（小） ¥7,370 ¥7,920 ¥7,200
45601 表彰状用紙（安衛・大１０枚） ¥880 ¥1,100 ¥1,000
45602 表彰状用紙（安衛・小１０枚） ¥825 ¥990 ¥900
45606 OA対応表彰状用紙（安衛・A3縦）（10枚入） ¥858 ¥990 ¥900
45607 OA対応表彰状用紙（安衛・A4横）（10枚入） ¥660 ¥770 ¥700
45323 安全表示板（日数のみ・小） ¥21,450 ¥22,880 ¥20,800
45321 安全表示板（日数・時間） ¥30,800 ¥31,350 ¥28,500
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