中災防

お問合せ
・見積依頼

お客様

お客様

見積書検討
・了承

見積書作成

正式注文

ご注文の内容によっては、
見積りに数日かかること
があります。

P.8の申込書を
ご利用ください。

中災防

お客様納品

制作開始

正式なご注文からお客様への納品まで
約 3 〜 4週間 かかります。

既製品への社名印刷

社名印刷とは既製品へ社名、標語、ロゴマーク等を入れるものです。

（すでに印刷してある図柄や文字を消すことはできません。）
CATALOG
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● 納期は正式なご注文をいただいてから約3週間です。（制作内容、お申込み時期により異なる場合がございます。）
● 既製品の図柄、素材により社名印刷ができない場合があります。
● ロゴマーク、特殊書体を用いる場合は、IIIustrator のデータ（ aiまたは eps 形式／CS6まで）をお送り下さい。
イラストレーター

メールでお送りいただく場合は、データを圧縮して下さい。

データがない場合は、ご注文をお受けすることができません。（ JPEG等の画像データは不可）

〈社名印刷制作例〉

注 1：制作例には消費税別の目安金額を掲載しております。
注 2：いずれも基本書体の場合の金額です。

ポスター・用品
記念品等、さまざまな
アイテムに印刷できます。

旗・のぼり

ポスター

安全第一株式会社

●安全旗（中） 5枚社名印刷の場合

商品代金

合計：17,000円（税別）

安全第一株式会社

●年間標語のぼり 10枚社名印刷の場合

商品代金

数

基本書体

同一種類
（ B2判・A2判） 50枚より
ポスター

旗
のぼり
ワッペン
修了証ケース

1枚より

・角ゴシック体
・丸ゴシック体
・楷書体

同一種類
100枚より ・明朝体

のし紙印刷

※金額はすべて消費税別です。

色

基本仕様による社名印刷代等（税別）（この料金の他に本体代がかかります）

黒

50枚〜 999枚：20,000円 1000枚以上：無料（基本仕様の場合）
※版代はサイズごとにかかります。
印刷スペースのないポスターは社名印刷不可
刷色2色以上、2行以上印刷、2カ所印刷等やＢ１判については別途見積

黒

版代＋印刷代 版代：7,000円（ 1行の場合）※版代はサイズごとにかかります。
印刷代：1〜 5枚：1枚につき800円 6枚以上：1枚につき600円
アクリル製の旗、印刷スペースのないのぼりは印刷不可

黒

版代＋印刷代 版代：8,000円（ 1行の場合） 印刷代：30円×枚数
2,000枚以上無料（基本仕様の場合）

金色
同一種類 ※当協会所有の
50冊より 書体に限ります。 箔押し

版代＋印刷代

版代：7,000円（ 1行の場合） 印刷代：30円×枚数

（下記見本イメージ参照）

記念品
同一種類 ※基本書体以外
（タオル類等） 50枚より で作成される場
合は別途見積と
記念品
同一種類 なります。
50個より
（ペン）

（記念品等のし紙付の商品）

刷

同一種類
50枚より

黒
1色

※用品により
指定色あり

黒

版代＋印刷代 版代：11,000円（ 1行の場合） 印刷代：30円×枚数
同一商品500枚以上またはその合計額が30万円以上の場合無料（基本仕様の場合）
版代＋印刷代 版代：6,000円（ 1行の場合） 印刷代：30円×枚数
同一商品500個以上またはその合計額が30万円以上の場合無料（基本仕様の場合）
50枚〜100枚：一律 3,000円
101枚以上：3,000円+印刷代101枚以上1枚超えるごと30円
同一商品500枚以上またはその商品合計額が30万円以上の場合無料（基本仕様の場合）

〈共通〉印刷行追加は1行ごとに3,000円（税別）追加、
ロゴマーク使用、指定書体使用の場合は別途見積。

※版代はフィルム作成代のことで、制作の都度かかります。
※一部商品により最低注文数が異なる場合がございます。

● 以下の４種類からお選びください。※当協会所有の書体に限ります。
（基本書体以外で作成される場合は、指定書体扱いとなり、別途見積となります。）
● 名入れの際、全体のバランスを見て文字を配置するため、
文字の太さ・形（長体平体等）に多少の違いが生じますことをご了承ください。

社名印刷 版代+
（印刷代）

合計：36,100円（税別）

ワッペン

安全第一株式会社

商品代金

●安全第一ワッペン 100枚社名印刷の場合

社名印刷

商品代金

315円×100枚＋20,000円

合計：51,500円（税別）

修了証ケース

安全第一株式会社

記念品（タオル）

合計：21,000円（税別）

記念品（ペン）
安全第一株式会社

●ジェットストリーム2&1 100本社名印刷の場合

安全第一株式会社

商品代金

社名印刷 版代+
（印刷代）

180円×100冊＋7,000円＋
（30円×100冊）

合計：28,000円（税別）

社名印刷 版代+
（印刷代）

100円×100枚＋8,000円＋
（30円×100枚）

修 了 証

●修了証ケース（濃緑・梨地）
100冊社名印刷の場合
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社名印刷 基本書体 見本イメージ

2,310円×10枚＋7,000円＋（600円×10枚）
年間標語のぼり

CATALOG

お申込み
について

お申込み
について

安全旗（綿・中）

●安全衛生ポスター（整理整頓・タレント）
100枚社名印刷の場合

4

社名印刷 版代+
（印刷代）

1,200円×5枚＋7,000円＋
（ 800円×5枚）

枚

社名印刷・特注品のご案内

お客様

社名印刷代・基本仕様

当協会制作のポスター・用品への
社名印刷や特注品（オリジナル）の
制作などを承っております。

安全衛生活動に役立つ
ポスター・用品を
つくりませんか？
お問合せから納品 まで

社名印刷・特注品のご案内

社名印刷・特注品のご案内

安全第一株式会社

●ゼロ災・ヨシだ君 100枚社名印刷の場合

商品代金

社名印刷 版代+
（印刷代）

370円×100枚＋11,000円＋（30円×100枚）

※ 2019 年10月1日以降（本体価格 + 消費税10％）とさせていただきます。

合計：51,000円（税別）

商品代金

社名印刷 版代+
（印刷代）

561円×100本＋6,000円＋
（30円×100本）

合計：65,100円（税別）

（※明朝体は、細字のため、旗・のぼり・タオルの名入れには向きません。）

のし紙印刷 ●200枚印刷の場合
3,000円+（30円×100枚）= 6,000円（税別）

5

特注品は、お客様のご希望に応じてオリジナルで制作をするものです。
● 特注品は、既製品の型などを利用して、オリジナルの図や文字を入れるものです。
● 納期は正式なご注文をいただいてから約３〜４週間です。（制作内容、お申込み時期により異なる場合がございます）
● サイズ、デザイン、色数、枚数、文字数等により料金が異なります。（下の例を参考にしてください）
● サイズは原則として既製品と同サイズになります。
● 特注品のお見積りには２〜３日お時間をいただきます。
● ロゴマーク、特殊書体を用いる場合は、IIIustrator のデータ（ aiまたは eps 形式／CS6まで）をお送り下さい。

〈特注品制作例〉（ サイズ・形は原則として既製品と同サイズになります）

旗・のぼり

● ご注文は500個以上から承ります。

● 材質…綿など 【受注１枚から】

● 材質…塩ビ

【旗（綿・中サイズ）】

※ブリキ、アルミは1000個以上から

オリジナル・1色印刷

オリジナル・2色印刷

〈特注品制作例〉 注：制作例には消費税別の目安金額を掲載しております。

腕

章

【バッジ
（塩ビ）
】

● 材質…布地（綿）【受注１本から】 印刷で制作します。〔例④〕

【のぼり（ 2.14×0.7m ）】
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No.42003 「総括安全衛生管理者」

（見本）P.32既製品

【ビニール地（ピンなし）
・印刷文字】

No.42300 「安全衛生責任者」

1本制作する場合：単価約4,000円（税別）
10本制作する場合：単価約2,800円（税別）

・印刷文字】
〔例③〕 【布地（綿）

（見本）P.34
既製品No.42408
「安全衛生パトロール」

● 材質…織り生地（レーヨン）【受注１枚から】 刺繍で制作します。〔例⑤〕
● 材質…ベルセード地 【受注30枚以上】 印刷で制作します。〔例⑥〕

● 材質…ビニール地 【受注100枚以上】 印刷で制作します。〔例⑦.⑧〕
〔例⑤〕【ベルセード地・印刷文字】 〔例⑥〕

（見本）P.32
既製品No.44004
「総括安全衛生管理者」

（見本）P.32
既製品No.44006
「安全管理者」

1枚制作する場合：単価約6,000円（税別） 30枚制作する場合：単価約2,600円（税別）
10枚制作する場合：単価約3,000円（税別） 100枚制作する場合：単価約1,600円（税別）
※ 2019 年10月1日以降（本体価格 + 消費税10％）とさせていただきます。

【ビニール地・印刷文字】 〔例⑦〕
（見本）P.33
既製品No.44010
「安全衛生委員」

100枚制作する場合：
単価約700円（税別）
500枚制作する場合：
単価約400円（税別）

オリジナル・3色印刷
〔例⑧〕

100枚制作する場合：
単価約800円（税別）
500枚制作する場合：
単価約440円（税別）

オリジナル・2色印刷

●綿製
1枚制作する場合：
単価約34,000円（税別）
10枚制作する場合：
単価約13,000円（税別）
●ポリエステル製
1枚制作する場合：
単価約24,000円（税別）
10枚制作する場合：
単価約10,000円（税別）

● ご注文は500枚以上から承ります。

※材質によって500枚では制作できないものがあります。

● 材質…紙など

CATALOG
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（見本）P.33
No.44035
「安全衛生推進員」

500枚制作する場合：単価約200円（税別）
1,000枚制作する場合：単価約100円（税別）

P.40〜P.41に掲載している楯・トロフィーへの刻印、表彰状の筆耕を承っております。（料金はP.40〜P.41参照）

その他

（サイズは原則70ミリ×60ミリとなります）

●ポリエステル製
1枚制作する場合：
単価約20,000円（税別）
10枚制作する場合：
単価約9,000円（税別）

500個制作する場合：単価約400円（税別）

● 楯・トロフィー、表彰状

１本制作する場合：単価約6,400円（税別）
５本制作する場合：単価約3,200円（税別）

ワッペン

【織り生地・刺繍文字】

サイズ：90×400㎜

●綿製
1枚制作する場合：
単価約31,000円（税別）
10枚制作する場合：
単価約11,000円（税別）

オリジナル・3色印刷

お申込み
について

お申込み
について

50本制作する場合：単価約1,400円（税別）
100本制作する場合：単価約1,200円（税別）

オリジナル・１色印刷〔例④〕

オリジナル・1色印刷

安全第一株式会社

1本制作する場合：単価約4,400円（税別）
10本制作する場合：単価約3,000円（税別）

径40㎜

シール・ステッカー

安 全 第一

〔例②〕

安 全 第一

〔例①〕【フェルト地・貼付け文字】

1枚制作する場合：単価約28,000円（税別） 1枚制作する場合：単価約31,000円（税別）
10枚制作する場合：単価約7,000円（税別） 10枚制作する場合：単価約8,000円（税別）

CATALOG

（見本）P.32既製品

安全第一
安全第一株式会社

● 材質…ビニール地（ピンなし）【受注50本から】 印刷で制作します。〔例③〕 ※ピン付は100本から
【フェルト地・刺繍文字】

安全第一

既製品を利用して、
用途に合った仕様に変更する
オリジナルアイテムです。

データがない場合は、ご注文をお受けすることができません。（ JPEG等の画像データは不可）

● 材質…フェルト地 【受注１本から】 刺繍文字または貼付け文字で制作します。〔例①.②〕

6

バッジ

イラストレーター

メールでお送りいただく場合は、データを圧縮して下さい。

社名印刷・特注品のご案内

社名印刷・特注品のご案内

特注品（オリジナル品）

● オリジナルポスター 【受注1,000枚以上】
（別途見積）

安全衛生に関するオリジナルポスターの制作のご相談に応じております。（制作期間約２ヵ月）

● 安全衛生手帳オプション 【受注1,000冊以上】
（別途見積）

安全衛生手帳に差し込むことができるアドレス帳サイズのオリジナル別冊をつくることができます。
（ 制作期間データご支給から約３ヵ月）

● 小冊子 【受注1,000冊以上を目安として】
（別途見積）

本カタログ掲載の小冊子（ P.54〜65 ）の内容を基にした、新入社員や現場作業者向けの簡便なオリジナ
ル小冊子（特注）の制作も可能です。小冊子に関するお問合せ先：出版事業部出版課（ TEL：03-3452- 6209 ）

※ 価格や制作期間などの詳細は内容・数量等により打ち合わせさせていただきます。
なお、内容等によりご希望に沿いかねる場合もございます。まずは担当までご相談ください。

社名印刷

社名印刷、特注品のご注文については、下記までお問合せください。

特 注 品

TEL : 03 - 3452- 6847（特注専用） FAX : 03-3452- 2480
e-mail：tokuchu@jisha.or.jp

お問合せ先

中災防 出版事業部（特注担当）〒108- 0023 東京都港区芝浦 3-17-12 吾妻ビル 9 階
FAXの誤送信・未送信にご注意願います。

7

社名印刷・特注品のご案内

お申込み・お問合せ方法
社名印刷・特注品申込書（

会社名

下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX等でご注文をお願いします。
見積をご希望の場合は、見積依頼の■にチェックマークを記入してください。

制作依頼／

部課名

見積依頼）

申込日：

年

日

担当者名

中災防会員について
（

所在地 〒

）
をご記入ください。

□ 非会員（一般）
□ 中災防の会員又は賛助会員

（下欄に会員番号をご記入ください。）

TEL

FAX

社名印刷

e-mail

品名

コードNo.

印字内容

数量
書体 ・基本書体

※当協会所有の書体に限ります。

（角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体・明朝体）

・その他（

特注品

（オリジナル品）

・ロゴマーク

有

無

下記について備考欄にご記入ください
● 用品の種類 ● 数量 ● サイズ ● 材質 ● 印字内容 ● 書体 ● 刷色 ● ロゴマークの有無

[ 備考・必要事項及びイメージ図等をご記入ください ]

CATALOG
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お申込み
について
※スペースが足りない場合は、別紙にてイメージをお送りいただくようお願いします。また、特注品については仕上り見本等を添えてください。
■本申込書に記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、当協会出版物のご案内等に使用することがあります。
使用することに同意していただけない場合は□にチェックマークを記入してください。□ 同意しない

社名印刷・特注品の
お申込みは
お問合せは

8

月

最寄りの労働基準（労務安全衛生）協会（連合会）または、中災防 出版事業部 特注担当

および地区安全衛生サービスセンターへお申込みください。
中央労働災害防止協会

出版事業部（特注担当）

TEL：03-3452-6847 FAX：03-3452-2480 （詳細は7 ページ参照）

）

