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価格改定商品一覧（ポスター・用品）～令和5年4月1日受注分より適応～ 令和5年2月

分類 現在価格 新価格 新価格
コード （税込） （税込） （税抜）

週間品 週間スローガンポスター（大） ¥352 ¥363 ¥330
週間品 週間スローガンポスター（タレント・着物・標語・健康づくり） ¥374 ¥385 ¥350
週間品 週間スローガンポスター（風景・動物・子供・ヨシだ君ほか） ¥297 ¥308 ¥280
週間品 年間標語ポスター（タレント） ¥374 ¥385 ¥350
週間品 週間スローガンのぼり（布） ¥2,750 ¥2,860 ¥2,600
週間品 年間標語のぼり（布） ¥2,750 ¥2,860 ¥2,600
週間品 週間のぼり（布） ¥2,420 ¥2,530 ¥2,300
週間品 週間横幕（布） ¥2,420 ¥2,530 ¥2,300
週間品 謹賀新年のぼり、無災害でいこうのぼり ¥2,420 ¥2,530 ¥2,300
週間品 週間のぼり（布・ジャンボ） ¥17,600 ¥19,800 ¥18,000
週間品 週間紙のぼり（紙・特大） ¥374 ¥407 ¥370
週間品 週間紙のぼり（紙・大） ¥231 ¥253 ¥230
週間品 週間紙のぼり（紙・小） ¥187 ¥198 ¥180
週間品 週間バッジ（２０個入） ¥737 ¥770 ¥700
週間品 週間ワッペン・年末年始無災害運動ワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
のぼり

常時用のぼり(蛍光・大) ¥3,410 ¥3,520 ¥3,200
常時用のぼり ¥2,640 ¥2,750 ¥2,500
常時用横幕 ¥2,640 ¥2,750 ¥2,500

旗
41111 安全衛生旗（綿・特大） ¥4,070 ¥4,235 ¥3,850
41112 安全衛生旗（綿・大） ¥2,420 ¥2,530 ¥2,300
41113 安全衛生旗（綿・中） ¥1,760 ¥1,815 ¥1,650
41114 安全衛生旗（綿・小） ¥1,320 ¥1,375 ¥1,250
41145 安全衛生旗（ｱｸﾘﾙ生地･ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･中） ¥4,950 ¥5,170 ¥4,700
41146 安全衛生旗（ｱｸﾘﾙ生地･ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･大） ¥6,600 ¥6,820 ¥6,200
41147 安全衛生旗（ｱｸﾘﾙ生地･ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･小） ¥3,520 ¥3,630 ¥3,300
41211 安全旗（綿・特大） ¥3,520 ¥3,630 ¥3,300
41212 安全旗（綿・大） ¥2,090 ¥2,200 ¥2,000
41213 安全旗（綿・中） ¥1,430 ¥1,485 ¥1,350
41214 安全旗（綿・小） ¥1,100 ¥1,155 ¥1,050
41312 労働衛生旗（綿・大） ¥2,420 ¥2,530 ¥2,300
41313 労働衛生旗（綿・中） ¥1,760 ¥1,815 ¥1,650
41314 労働衛生旗（綿・小） ¥1,320 ¥1,375 ¥1,250
41410 ゼロ災旗（綿・青・小） ¥1,650 ¥1,705 ¥1,550

品名



2

分類 現在価格 新価格 新価格
コード （税込） （税込） （税抜）

品名

41411 ゼロ災旗（綿・青・中） ¥2,310 ¥2,420 ¥2,200
41414 ゼロ災旗（綿・黄緑・大） ¥3,190 ¥3,300 ¥3,000
41416 ゼロ災旗（綿・青・大） ¥3,190 ¥3,300 ¥3,000
41417 ゼロ災旗（綿・黄緑・小） ¥1,650 ¥1,705 ¥1,550
41418 ゼロ災旗（綿・黄緑・中） ¥2,310 ¥2,420 ¥2,200
41512 国旗（綿・大） ¥2,310 ¥2,420 ¥2,200
41513 国旗（綿・中） ¥1,650 ¥1,705 ¥1,550
41514 国旗（綿・小） ¥1,320 ¥1,375 ¥1,250

修了証ケース
45222 修了証ケース（濃緑・梨地） ¥220 ¥231 ¥210
45225 修了証ケース　ガス溶接（濃緑・梨地） ¥220 ¥231 ¥210
45231 修了証ケース（紺・梨地・３袋付） ¥275 ¥286 ¥260

プレス標章
44226 プレス標章＊事業内検査者・大 2024年 ¥242 ¥253 ¥230
44227 プレス標章＊事業内検査者・小 2024年 ¥187 ¥198 ¥180
44228 プレス標章＊登録検査業者・大 2024年 ¥242 ¥253 ¥230
44229 プレス標章＊登録検査業者・小 2024年 ¥187 ¥198 ¥180

床シール
44246 ながらスマホ禁止床シール ¥1,870 ¥2,145 ¥1,950
44247 指差確認床シール（横長） ¥1,870 ¥2,145 ¥1,950
44248 ＳＴＯＰ指差確認床シール（横） ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450
44285 指差確認床シール ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450
44287 左右確認床シール ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450
44288 段差注意床シール ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450
44236 とまれ床シール ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450
44289 指差確認床シール（両差し） ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450
44299 足元注意床シール ¥1,320 ¥1,595 ¥1,450

ステッカー・シール
44239 標識ステッカー（すべる注意・３枚入） ¥1,650 ¥1,760 ¥1,600
44240 標識ステッカー（つまずき注意・３枚入） ¥1,650 ¥1,760 ¥1,600
44241 標識ステッカー（ながらスマホ禁止･３枚入) ¥1,650 ¥1,760 ¥1,600
44243 標識ステッカー（ポケット手禁止・３枚入） ¥1,650 ¥1,760 ¥1,600
44245 手すりステッカー（転倒・転落防止）（ 4枚入) ¥660 ¥715 ¥650
44298 手すりステッカー（４枚入） ¥660 ¥715 ¥650
44284 ドアステッカー(開閉注意)(5枚入) ¥660 ¥770 ¥700
44251 指差し確認ステッカー(5枚入) ¥550 ¥605 ¥550
44257 シール・氏名記入（２０枚入） ¥440 ¥550 ¥500
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分類 現在価格 新価格 新価格
コード （税込） （税込） （税抜）

品名

44235 フォークリフト運転者シール・緑（３枚入） ¥220 ¥264 ¥240
44268 指差し呼称シール（ヨシだ君）右差し ¥440 ¥550 ¥500
44269 指差し呼称シール（ヨシだ君）左差し ¥440 ¥550 ¥500
44221 シール＊ゼロ災（２０枚入） ¥330 ¥440 ¥400
44295 すべり止めテープ（注意・黄） ¥4,070 ¥4,620 ¥4,200
44300 ドアマグネット（開閉注意） ¥1,210 ¥1,265 ¥1,150

表示ボード
44444 有機溶剤表示ボード　作業主任者 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44448 安全衛生推進者の職務表示ボード ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44449 プレス作業主任者の職務表示ボード ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44450 職務ボード／乾燥設備作業主任者 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44451 職務ボード／木材加工用作業主任者 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44452 職務ボード／酸欠作業主任者（第一種 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44453 職務ボード／酸欠作業主任者（第二種 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44458 表示ボード　石綿作業主任者 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44487 特化物作業主任者職務表示ボード ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44446 有機溶剤標識（第二種） ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44447 有機溶剤標識（第三種） ¥1,100 ¥1,210 ¥1,100
44455 騒音職場表示ボード　管理区分２ ¥1,320 ¥1,430 ¥1,300
44456 騒音職場表示ボード　管理区分３ ¥1,320 ¥1,430 ¥1,300
44488 有機溶剤表示ボード（注意事項） ¥4,400 ¥4,950 ¥4,500
44489 アーク溶接時呼吸用保護具着用ボード ¥990 ¥1,210 ¥1,100
44490 禁止標識（関係者以外立入禁止） ¥1,870 ¥1,980 ¥1,800
44491 禁止標識（喫煙・飲食禁止） ¥1,870 ¥1,980 ¥1,800
42001 職場巡視ベスト（蛍光オレンジ・反射材付） ¥2,420 ¥2,640 ¥2,400
42002 職場巡視ベスト（イエロー・反射材付） ¥2,420 ¥2,640 ¥2,400

腕章
42003 腕章・総括安全衛生管理者（ＤＸ） ¥2,200 ¥2,310 ¥2,100
42100 腕章・安全管理者（特） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
42109 腕章・安全パトロール（マジック） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
42110 腕章・安全衛生パトロール（マジック） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
42200 腕章・衛生管理者（特） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
42211 腕章＊産業医（ＤＸ・銀） ¥2,200 ¥2,310 ¥2,100
42212 腕章・安全衛生パトロール(ﾋﾟﾝ無･反射材付) ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
42213 腕章・安全衛生委員（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42300 腕章＊安全衛生責任者（特・マジック） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
42304 腕章・安全衛生委員（特） ¥1,210 ¥1,320 ¥1,200
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分類 現在価格 新価格 新価格
コード （税込） （税込） （税抜）

品名

42407 腕章・安全パトロール（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42408 腕章・安全衛生パトロール（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42409 腕章＊安全当番（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42410 腕章・５Ｓパトロール（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42411 腕章・安全衛生推進者（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42412 腕章・作業指揮者（ピン無し） ¥990 ¥1,100 ¥1,000
42500 透明ビニール腕章（差込み式・黄） ¥990 ¥1,100 ¥1,000

バッジ・ワッペン
43301 バッジ・安全衛生委員（ブリキ） ¥143 ¥154 ¥140
43406 バッジ・ゼロ災（アルミ） ¥165 ¥176 ¥160
43408 バッジ・安全第一（ブリキ） ¥143 ¥154 ¥140
43409 ゼロ災バッジ（塩ビ・１０個入） ¥660 ¥880 ¥800
43411 バッジ・ゼロ災（ブリキ・緑） ¥165 ¥176 ¥160
44004 ワッペン＊総括安全衛生管理者 ¥715 ¥770 ¥700
44006 ワッペン・安全管理者 ¥715 ¥770 ¥700
44007 ワッペン・安全委員 ¥143 ¥154 ¥140
44009 ワッペン・安全管理者（デラックス） ¥825 ¥880 ¥800
44010 ワッペン・安全衛生委員 ¥143 ¥154 ¥140
44029 ワッペン・衛生管理者 ¥715 ¥770 ¥700
44035 ワッペン・安全衛生推進員 ¥143 ¥154 ¥140
44049 安全衛生反射ワッペン ¥187 ¥198 ¥180
44054 ワッペン・産業医 ¥715 ¥770 ¥700
44056 新入者ワッペン ¥242 ¥253 ¥230
44057 ワッペン・安全衛生推進者 ¥143 ¥154 ¥140
44072 安全第一ワッペン ¥143 ¥154 ¥140
44074 安全宣言ワッペン（３枚入） ¥726 ¥759 ¥690
44077 ご安全にかえるワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44078 ゼロ災でいこうワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44079 安全運転ワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44080 フォークリフト運転者ワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44083 ゼロ災ヨシワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44085 ワッペン（声かけ安全作業・５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44087 安全最優先ワッペン（５枚入） ¥715 ¥770 ¥700
44089 ゼロ災ワッペン（金色ロゴ・10枚入） ¥1,650 ¥1,760 ¥1,600

表示板
45321 安全表示板（日数・時間） ¥31,350 ¥33,000 ¥30,000
45323 安全表示板（日数のみ・小） ¥22,880 ¥24,200 ¥22,000
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分類 現在価格 新価格 新価格
コード （税込） （税込） （税抜）

品名

賞状・楯
45601 表彰状用紙（安衛・大１０枚） ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
45602 表彰状用紙（安衛・小１０枚） ¥990 ¥1,210 ¥1,100
45606 OA対応表彰状用紙（安衛・A3縦）（10枚入） ¥990 ¥1,045 ¥950
45607 OA対応表彰状用紙（安衛・A4横）（10枚入） ¥770 ¥792 ¥720
48111 安全衛生旗楯（大） ¥8,030 ¥8,800 ¥8,000
48112 安全衛生旗楯（中） ¥6,160 ¥6,820 ¥6,200
48113 安全衛生旗楯（小） ¥4,840 ¥5,280 ¥4,800
48114 安全旗楯（大） ¥8,030 ¥8,800 ¥8,000
48115 安全旗楯（中） ¥6,160 ¥6,820 ¥6,200
48116 安全旗楯（小） ¥4,840 ¥5,280 ¥4,800
48117 労働衛生旗楯（大） ¥8,030 ¥8,800 ¥8,000
48118 労働衛生旗楯（中） ¥6,160 ¥6,820 ¥6,200
48119 労働衛生旗楯（小） ¥4,840 ¥5,280 ¥4,800
48120 安全衛生クリスタル楯（大） ¥13,200 ¥14,850 ¥13,500
48121 安全衛生クリスタル楯（中） ¥10,780 ¥12,100 ¥11,000
48122 安全衛生クリスタル楯（小） ¥7,920 ¥9,020 ¥8,200

折りたたみ式楯 表彰プレート付（大） ¥34,100 ¥37,400 ¥34,000
折りたたみ式楯 表彰プレート付（中） ¥28,600 ¥31,350 ¥28,500
折りたたみ式楯 表彰プレート付（小） ¥23,100 ¥25,300 ¥23,000
折りたたみ式楯 表彰状付（大） ¥30,800 ¥34,100 ¥31,000
折りたたみ式楯 表彰状付（中） ¥25,300 ¥28,050 ¥25,500
折りたたみ式楯 表彰状付（小） ¥19,800 ¥22,000 ¥20,000
その他用品・記念品

45359 汗とりインナーキャップ ¥1,100 ¥1,320 ¥1,200
45366 マジクールEX ¥1,078 ¥1,628 ¥1,480
48600 リストバンド（指差呼称・ヨシだ君） ¥605 ¥638 ¥580
48591 ヨシだ君あんしん携帯セット ¥913 ¥1,100 ¥1,000
48618 ヨシだ君なめらか油性ボールペン ¥297 ¥330 ¥300

用品機器 安全表示作成プリンタ　ビーポップ ¥250,800 ¥272,800 ¥248,000


	協会配布用（確定）

