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（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

■本体価格表示のため、消費税分が別途加算されます。 ■商品仕様、価格などは予告無く変更することがあります。 ■商品の詳細等につきましては、別途お問い合せください。

（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

幼
児・児
童

幼
児・児
童

大きなイラストを使った「交通安全仕掛け絵本」

A4  カラー  4P  35円（税別）

こうつうルールをまもっていない

あぶないこ  だぁ～れ？

リーフレット

子供の交通安全における大切なことをコンパクトにまとめたリーフレット

No.2201  B5  カラー  
観音開き  8P  60円（税別）

こうつうあんぜんのおやくそく

リーフレット

親子で「なぜ?」「どうして?」を考えながら学ぶワークブック

こうつうあんぜんってなあに

ワークブック＆読本

No.2112　A5  カラー
16P  80円（税別）

No.2416
A4  モノクロ（一部カラー）  
16P  100円（税別）

横断、飛び出し等にテーマを絞り、信号や標識等はカラーでしっかり学べる

ぬりえでわかる交通安全

ぬりえ

親が子供と一緒に考え、教える交通安全冊子

あっ、あぶない！
交通安全まもっていますか？

パンフレット

A4  カラー
16P  140円（税別）

子どもたちに学んでほしい交通ルールやマナーを大きなカルタにしました

かるた

A5  1セット　32,000円（税別）
A4  1セット　37,000円（税別）

ジャンボかるた

大きく分かりやすい絵で、児童に考えさせ、理解を促す危険予測学習用教材

このあとどうなる？ このあとどうする？

No.1118  児童用冊子  
A4  カラー  16P  100円（税別）

小学校低学年向け危険予測冊子

写真による各交通場面をもとに、臨場感のある学習を進めることができる教材

小学校高学年向け危険予測冊子

かくれた危険と安全行動

No.1117  児童用冊子  
A4  カラー  16P  100円（税別）

幼児･児童の交通事故防止を図るため
には、特に歩行者に関する基本的な交通
ルールとマナーを十分に理解させ、日常
生活での実践化を促すことが大切です。

当協会では、このようなねらいに沿っ
て、次のような点などに配慮して様々な
教材を制作しています。
●「交通安全教育指針」に準拠

指導内容については「交通安全教育指
針」（国家公安委員会告示）に準拠してい
ます。 確かな内容で安心してご活用い
ただけます。
●効果的な教育手法を活用

一方的な知識の伝達ではなく、子供自
身になぜ危険なのか、どうすれば安全な
のかを考えさせ、気付かせて危険感受性
を高めるように配慮しています。

子供を交通事故から守るために、ぜひ
各種教材を有効にご活用いただき、お役
立てください。

親子で交通安全を楽しみながら学ぶことができる絵本

No.2514
B5  カラー  16P  100円（税別）

ルールくんとマナーちゃん

おやくそく

幼児向け絵本

日常の交通ルールやマナーをしっかり学習できるリーフレット

No.2513
A4  カラー  4P  20円（税別）

ルールくんとマナーちゃんの

おはなし しよう こうつうあんぜん

幼児・新一年生向けリーフレット

いけないことをしている子を探して正しい知識を学ぶことができる絵本

No.2127
A4  カラー  16P  120円（税別）

みんな守っているかな

どうろはあんぜんにあるこうね

幼児・新一年生向け絵本

交通安全の基本的知識を身につけることができる絵本

No.2126
A4  カラー  16P  120円（税別）

ルールくんとマナーちゃんといっしょにまなぼう！

どうろの あんぜんな あるきかた

幼児・新一年生向け絵本

道路の歩き方や飛び出しなど交通場面別に構成されたぬりえ

No.2412
B5  モノクロ  28P  90円（税別）

ぬりえ

ルールくんとマナーちゃんの

こうつうあんぜんぬりえ

年少児でも簡単に塗れる! 大きく簡略化した絵が魅力のぬりえ

No.2413
B5  モノクロ  20P  90円（税別）

ぬりえ

ルールくんとマナーちゃんの

こうつうあんぜんぬりえ おやくそく
間違い探しクイズに答えて、正しい知識が身につくリーフレット

A4  カラー  2P  20円（税別）

こうつうルールをまもって
たのしくがっこうにいこう！

リーフレット

間違い探しクイズを通して、交通安全を学ぶリーフレット

A4  カラー  4P  35円（税別）

よいこのやくそく！

こうつうルールをまもりましょう

リーフレット 小学生向け「危険予測学習シリーズ」
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（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

■本体価格表示のため、消費税分が別途加算されます。

幼
児・児
童

あたらしい交 通安 全紙 芝 居
紙 芝 居

全6巻1セット  9,600円（税別）  各巻12画面 ※分売不可
（W37.5cm×H26.3cm） 

紙芝居用舞台
9,900円（税別）
A型舞台  
3面開標準型

（W41cm×H33.5cm
 ×D8cm）

大 型 紙 芝 居  い ち ど と ま っ て み ぎ ひ だ り
紙 芝 居

紙芝居用舞台大型紙芝居「いちどとまってみぎひだリ」用 
24,000円（税別） （W65.7cm×H53.7cm×D9.1cm）

8,000円（税別）  
12画面
（W61.9cm×H43cm）

80円（300以上）・77円（500以上）

75円（1,000以上）  ※税別

交 通定 規

定規

自転車の安全ルールをイラストでわかりやすく解説　勉強をしながら道路標識が覚えられる！新1年生にどうぞ

材　質：ユポ#200/PVC
本　体： W210×H40mm 
PP袋入り  名入れは別に版代/印刷代がかかります。

名入れ範囲

交 通 ル ール下敷
下敷

素　材：コート93.5k
 両面硬質塩ビ
 0.2mm張り加工
サイズ： B5（182×257mm） 
カラー： 4C ／4C

 110円 （300以上）

 90円 （500以上）

 85円 （1,000以上）  

             ※税別
名入れは別に版代/
印刷代がかかります。

名入れ範囲：H10×W120mm

安心安 全下敷／安心安 全クリアファイル
下 敷・ク リ ア フ ァ イ ル

オモテは
交通

147円（500以上）

126円（1,000以上）

105円（2,000以上）  ※税別

サイズ：B5　材　料：下敷
表示内容：交通道徳・防犯心得の両A面  

 136円 （500以上）

 115円 （1,000以上）

 95円 （2,000以上）  ※税別

サイズ：A4　材　料：クリアファイル
表示内容：交通道徳・防犯心得の両A面

名入れの場合は別途、版代・印刷費がかかります。

ウラは
防犯

当協会では、自転車の安全利用に関
する知識の普及および交通安全意識の
高揚を図るために、次のような特長の
ある各種教材を制作しています。
●多様な利用者に対応した内容

自転車に乗り始める時期の小学生
や、通学等で著しく行動範囲の広がる
中･高校生、通勤や日常生活で使用する
大人など、それぞれの特性を踏まえた
内容を取り上げています。
●対象やねらいに応じた多彩な
バリエーション

自転車安全教室や街頭啓発、交通安
全イベント等の様々な活用の機会に対
応して、リーフレットや冊子、指導者用
資料など多彩なバリエーションを用意
してあります。

自転車の安全な利用を推進するため
に、ぜひ各種教材をご活用いただき、お
役立てください。

平成25年12月の道路交通法改正にも対応した分かりやすいリーフレット

A4  カラー  4P  35円（税別）

知っていますか？ 守っていますか？

正しい自転車の交通ルール

一般向け啓発用リーフレット

平成27年6月の道路交通法改正に対応、講習対象となる14類型を解説

A4  カラー  4P  40円（税別）

安全講習が義務付けられました

一般向け啓発用リーフレット

自転車の危険な乗り方をまとめ、安全運転を促します

A4  カラー  8P  50円（税別）

自転車のルール違反が事故をまねいています！

一般向け啓発冊子

自転車の安全運転に必要な事柄をコンパクトにまとめました

B6  カラー  16P  60円（税別）

自転車安全運転ルール&マナーブック

一般向け啓発冊子

自転車の安全な乗り方をマンガ形式で分かりやすく解説

No.1315
A5  カラー  16P  80円（税別）

絵をみて楽しくまなぶ

自てん車の安全な乗り方

小学生向けまんが

自転車乗車の基本を考え、学ぶQ&A形式の教材
小学生のための

自転車の安全な乗り方Q&A

小学生向け基本冊子

No.1311
B5  カラー  16P  80円（税別）

自転車乗車の基本的な事柄について、Q&A形式で確認して安全意識を高める教材

中学生～一般向け基本冊子

No.1316
B5  カラー  16P  100円（税別）

自転車の安全な乗り方Q&A
自転車が守るべき交通ルールをコンパクトにまとめました

A5  カラー  16P  140円（税別）

やめよう危険行為 身につけよう
正しい自転車の運転

一般向け啓発冊子
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（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

■本体価格表示のため、消費税分が別途加算されます。 ■商品仕様、価格などは予告無く変更することがあります。 ■商品の詳細等につきましては、別途お問い合せください。

（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

高
齢
者・家
庭・一
般

高
齢
者・家
庭・一
般

自
転
車

高
齢
者・家
庭・一
般

分かりやすいイラストと解説で点検の実施を促します
自転車点検啓発

リーフレット＆下敷き

点検啓発

リーフレット
A5  カラー  4P
14円（税別）

下敷き
A4  カラー 
39円（税別）

イラストとふりがな付きで低学年でも読みやすい
自転車運転者講習制度

子ども自転車ルールブック

反射シール付き啓発リーフレット

80円（500以上）・75円（1,000以上）

70円（2,000以上）  ※税別
サイズ： W108×H152mm（2つ折り） 
材　料：反射シール×2
特記事項：対象年齢～小学校3年生程度

改正道路交通法に順次対応　反射シールが選べます

反射シール付き啓発リーフレット

自転車ルールブック

 66円 （1,000以上）・61円（2,000以上）

57円 （3,000以上）  ※税別
サイズ： W70×H100mm（2つ折り） 
材　料：反射シール×1or2
特記事項：対象年齢 一般

当協会では、高齢者自身が、心理的･身
体的特徴に気付き、実際の交通場面にお
いて安全に行動できることをねらいと
して、事故事例研究や危険予測学習の手
法を取り入れ、交通手段別に安全のポイ
ントを提示するなど特長のある各種教
材を制作しています。

また家庭では、「交通安全は家庭から」
を基本とし、自分自身の日頃の交通行動
を振り返りながら、それぞれの交通場面
で、どんな危険があるのか、どうすれば
安全なのかについて家族みんなで話し
合い、確認し、日常の交通行動に役立て
てもらうことをねらいとして、話し合い
の話題･材料を提供するための各種資料
を制作しています。

自身の身体機能を把握して、交通安全に役立てる冊子

基本冊子

A4  カラー  8P  50円（税別）

安全な毎日のために
交通行動において基本的かつ重要な事柄をコンパクトにまとめたリーフレット

基本リーフレット

No.3330  A5  カラー  
観音開き  8P  40円（税別）

シルバーエイジの交通安全

高齢者の交通事故の特徴、事故を防止するポイントを分かりやすく解説

基本冊子

高齢者のための交通安全ガイド

A4  カラー  8P  50円（税別）

交通安全の内容を分かりやすくコンパクトにまとめた教材

基本冊子

高齢者のための交通安全ハンドブック

No.3114  A5  カラー  
20P  80円（税別）

高齢者の交通事故防止のポイントをまとめました

啓発用チラシ

お年寄りの交通事故が多発しています！

A4  カラー  2P  20円（税別）

子供の交通安全教育の内容を分かりやすく解説した指導者・保護者用資料

指導者･保護者向け冊子

幼い生命を守るために

No.1723  A4  カラー  
16P  70円（税別）

正しい着用・使用の方法等を盛り込んだリーフレット

啓発用リーフレット

みんなで進めようシートベルト&チャイルドシート

No.4416  A4  カラー  
三ツ折  6P  20円（税別）

子供の生命を守るのは親の責任。基礎的な知識が満載のマニュアル

マニュアル

チャイルドシート完璧マニュアル

No.2924  A4  カラー  
24P  100円（税別）

運転免許の自主返納についてまとめました

啓発用リーフレット

運転免許の自主返納を考えてみませんか?

A4  カラー 2P  20円（税別）

認知機能検査についてわかりやすく解説

啓発用リーフレット

高齢ドライバーの認知症対策が強化されました!

A4  カラー  4P  40円（税別）

高齢ドライバーを取りまくさまざまな問題をわかりやすく解説

啓発用リーフレット

しっかりと考えてみませんか? 安全運転のこと

A4  カラー  16P  160円（税別）

高齢ドライバーと認知症についてまとめました

啓発用リーフレット

B6  カラー  16P  100円（税別）

認知症と交通安全
高齢者ドライバーの認知機能

危険場面をイラストで示しながら安全運転ポイントを解説

啓発用リーフレット

高齢運転者の安全運転
～元気で、すこやかな毎日を～

B5  カラー  16P  153円（税別）

罰則やアルコールの影響を盛り込んだリーフレット

啓発用リーフレット

飲酒運転は厳罰です

No.5003  A5  カラー  
観音開き  8P  40円（税別）
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（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

■本体価格表示のため、消費税分が別途加算されます。 ■商品仕様、価格などは予告無く変更することがあります。 ■商品の詳細等につきましては、別途お問い合せください。

（一財）日本
交通安全教育
普及協会
TEL

03-5835-3071

視
聴
覚
教
材

視
聴
覚
教
材

幼児・小学生

ズッコケ三人組の自転車教室

2016年  DVD
65,000円（税別）  約14分

幼児・小学生
クイズでまなぶ

ピノキオのこうつうあんぜん

2016年  DVD
50,000円（税別）  15分

幼児・小学生
アランくんの

こうつうルールをまもろうね

2016年  DVD
66,000円（税別）  12分

幼児・小学生
のぶながくんの

自転車のルールを守るのじゃ

2014年  DVD
60,000円（税別）  12分

幼児・小学生
ズッコケ三人組の

こうつうあんぜん

2014年  DVD
65,000円（税別）  12分

幼児・小学生

桃太郎の交通安全教室

2013年  DVD
50,000円（税別）  12分

幼児・小学生
ズッコケロボの

自転車の交通安全

2016年  DVD
50,000円（税別）  16分

小学生
知ってる？ 守ってる？

自転車の交通ルール

2018年  DVD
60,000円（税別）  19分

小学生

サヤカと自転車との約束
～守ろう！自転車の交通ルール～

2015年  DVD
60,000円（税別）  18分

一般

自転車の交通安全ガイド

2016年  DVD
60,000円（税別）  18分

一般

2014年  DVD
65,000円（税別）  20分

守ってますか？
自転車のルールとマナー

高校生～一般

2014年  DVD
60,000円（税別）  16分

今すぐチェック！
自転車の交通ルール

小学生

2016年  DVD
65,000円（税別）  17分

スマホ・ケータイしながら大丈夫？
中学生・高校生

2016年  DVD
65,000円（税別）  18分

その自転車の運転 危険です！
ドライバー

2016年  DVD
65,000円（税別）
15分版／19分版

危険！自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム

高齢者

2014年  DVD
65,000円（税別）  17分

高齢者のみなさん！
いつも安全確認していますか？

ドライバー

安全運転のための条件
危険予測で事故を防ぐ

2018年  DVD
65,000円（税別）  20分

ドライバー

交通事故ゼロへの決意
あなたと会社を守る

2017年  DVD
70,000円（税別）  24分
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視
聴
覚
教
材

視
聴
覚
教
材

ドライバー

点灯せ! 心のヘッドライト
～歩行者との交通事故を防ぐ運転の心得～

2017年  DVD
70,000円（税別）  20分

ドライバー

事故を起こさないための運転行動
ドライブレコーダー映像から考える

2017年  DVD
70,000円（税別）  20分

ドライバー
見逃すな!

危険予測のポイント

2017年  DVD
70,000円（税別）  23分

ドライバー

2016年  DVD
70,000円（税別）  25分

ドライブレコーダーからの警告！
ドライバー

2016年  DVD
70,000円（税別）
本編26分＋短縮版15分

注意一秒 怪我一生
ドライバー

2015年  DVD
70,000円（税別）  22分

潜む危険を
予測・回避せよ！

ドライバー

2014年  DVD
70,000円（税別）  22分

相手の動きを予測し
危険を回避する！

ドライバー

2014年  DVD
70,000円（税別）
本編25分＋短縮版15分

危険を予測・回避するポイント
命はひとつ！

ドライバー

絶対にダメ！ 飲酒運転

2016年  DVD
66,000円（税別）  21分

高齢ドライバー
沼田 爆の

高齢ドライバーの交通安全

2018年  DVD
70,000円（税別）  23分

高齢ドライバー

運転免許返上！
あなたは運転をいつやめますか？

2016年改訂版  DVD
60,000円（税別）  17分

企業
あなたは大丈夫？

自覚のない睡眠時無呼吸症候群

2018年  DVD
65,000円（税別）  22分

企業
重大事故につながる眠気！

睡眠時無呼吸症候群の早期発見 早期治療

2018年  DVD
65,000円（税別）  24分

企業

従業員の交通事故と企業リスク

2014年  DVD
66,000円（税別）  22分

自動車教習所
高齢ドライバー教育シリーズDVD

高齢ドライバーのための双方向型教育（実例編）

2017年  DVD
65,000円（税別）  26分

自動車教習所
高齢ドライバー教育シリーズDVD

コーチングによる高齢者講習（実例解説編）

2017年  DVD
65,000円（税別）  27分

高速道路

ハイウェイでまさか!
高速道路に潜む危険

2018年  DVD
65,000円（税別）  19分

高速道路

大丈夫ですか? 高速道路の落下物
事故の誘発者にならない心がまえ

2018年  DVD
65,000円（税別）  18分
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反
射
材・グ
ッ
ズ
等

反
射
材・グ
ッ
ズ
等

ぬりえ反 射材　ヌレーピカソ
リ フ レ ク タ ー

サイズ： 丸さん（Φ50mm）～
 長さん（W40×H80mm） 
材　質： MPS反射材
付属品： ゴムストラップ  
※アソートでのご注文も承ります

70円（500以上）

68円（1,000以上）

65円（2,000以上）  ※税別

イベント用
マーカーセット
（別売）￥1,000
色移りしにくく、上か
ら塗っても下地が反
射します（黒以外）

オリジナル 全面反 射マスコット
リ フ レ ク タ ー

サイズ： Φ50mm
材　質： MPS反射材
※両面反射・片面印刷

1色（シルク）

2色（シルク）

3色（シルク）

フルカラー（インクジェット）

500以上

¥95

¥100

¥105

¥165

1,000以上

¥82

¥87

¥92

¥140

2,000以上

¥76

¥82

¥86

¥125

別途版代が
かかります！

保管期間：
1年間
※フルカラー

（インクジェット）は
版代不要です！

※税別

反 射エコトート
エ コ バ ッ グ

サイズ： 370×360×110mm（袋部分）
材　質： コットン100%
特記事項： 生地の性質上、印刷に
 かすれが出ることがあります

色を選んでください▶
※実物とは若干異なる場合があります

柄を選んでください▶
※柄の着色は一例です

257円（100以上）

247円（200以上）

238円（300以上）  ※税別

なるほどゆびっくん
ストラップ

サイズ： W50×H60mm 
材　質： MPS、ビーズインク
付属品： ゴムひも・塩ビプレート 
※両面反射／片面印刷 

85円（500以上）

80円（1,000以上）

76円（2,000以上）  ※税別

シグナル反射マスコット
ストラップ

サイズ：とまれ H62×W41mm
 すすめ H62×W46mm
ペアパッケージ：H160×W100mm
材　質： MPS 反射材、ゴムストラップ
両面反射

数量

単価

ペア

300以上

70円
140円

500以上

68円
136円

1,000以上

65円
130円
※税別

なるほどマスコット
ストラップ

サイズ： Φ35mm 
材　質： MPS
付属品： ナスカン、4分鈴
片面反射  

 76円 （500以上）

 71円 （1,000以上）

 66円 （2,000以上）  ※税別

150円（500以上）

145円（1,000以上）

140円（2,000以上）  ※税別

反 射バッグニャーム
リフレクター

サイズ： 60×50mm 
材　質： PVC、MPS反射材、キューブ反射材
付属品： ナスカン（金）、カシメ 

当協会認証・推奨製品児童及び自転車通学者向け高視認性安全服
高 視 認 性 安 全 服

6,900円  ※税別
サイズ： 各色 120、130、140

7,000円  ※税別
サイズ： フリーサイズ

※価格については
　お問い合わせください

とぅいんくる☆コートセット 児童向け帽子セーフティキッズベスト“雲”
セーフティキッズベスト“雷”

高視認性安全服とは、高い視認性によって安全を確保するための蛍光生地と再帰性反射材で構成される「服」です。

通学時や課外活動時に
着用することでドライバーからの
視認性を高めます！
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L E D 交 通 教 室 用 信 号 機
信号機

●無線式リモコン（340g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1基
　幅100mm×奥行35mm×高さ190mm
●信号灯器 車両用（レンズ径φ115）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4灯
　幅470mm×奥行フード共175mm×高さ184mm
●歩行者用灯器（レンズ径110mm×11Omm）・・・・・・・・2灯
　幅145mm×奥行フード共135mm×高さ325mm

　（歩行者用灯器は8灯まで追加できます）

●支柱（φ38.1×1,750mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本
●台座（鋳物製φ400、8kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
●リモコンホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
●充電用コード（2,000mm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本
●テーブルタップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個

構成

●自動（自動的に信号が変わります）
●閃光（赤と黄の交互点滅）
●手動（リモコンの押しボタンで信号を変える）

信号方式

FBS-R1 特許第4414709号取得済

歩行者用灯器

信号灯器

リモコン
ホルダー

無線式
リモコン

1式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850,000円（税別）※分売可
・車両灯4灯セット 歩行者灯なし  750,000円（税別）
・半式セット 車両灯2灯・歩行者灯2灯  495,000円（税別）

充電コード･テーブルタップ

道 路標 識セット
道 路 標 識

FBS-11

●標識板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20枚
　（内閣府令の1/2、鉄板製メラミン焼付けプロセス印刷クリアー仕上げ）
●支柱（φ19×1,200mmメッキ仕上げ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20本
●台座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20個
　（鉄板製300mm×300mm×3.5mm、3kg）

※標識板･支柱･台座それぞれの単品販売もいたします。

構成

組立見本

1式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,000円（税別）

・標識版 1枚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円（税別）
・支柱・台座 1組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円（税別）

横 断マット
マット

◆横断マット（片面）
　1,000mm×2,000mm 12,000円（税別）
◆横断マット（片面）
　1,500mm×3,000mm 30,000円（税別）
◆横断マット（片面）
　1,500mm×4,000mm 35,000円（税別）

◆横断マット（片面）
　1,500mm×5,000mm 40,000円（税別）
◆踏切マット（片面）
　1,000mm×2,000mm 16,000円（税別）
◆踏切マット（片面）
　1,000mm×3,000mm 30,000円（税別）
素材：ターポリン

ク イッ ク ア ー ム
機 材

状況判断､機敏動作の機能向上に

各種イベントや施設で実施する測定会に
クイックアーム FF-1100

両腕を同時に動かす動作を行うため、日頃あまり使わ
ない肩や両腕の運動能力のトレーニングになります。

ゲーム感覚でご家族､誰でも楽しめて、俊敏性が測れ
る測定器です。

❶点灯部分
❷性別ボタン　
❸テンキー（年齢入力ボタン）　
❹スタートボタン
❺タイマー（3回連続計測可能）　
❻プリンター

【サイズ】W700×H200×D500mm
【重量】11kg  
【電源】100V（通常コンセント）  
【消費電力】20W

1式 460,000円（税別）

機 材

クイックキャッチ　EF-3000

落ちてくる
光をつかめ！！

2つのモードを搭載

手前のボタンでも操作できるので
手を上げるのが困難な方でも安心

左手と右手の反応速度の違
いを知ることによりハンドル
を両手で持つ重要性がわか
ります。
ゲーム感覚で俊敏性、正確性
を計ることができます。

右手左手表示 年齢表示

1式 475,000円（税別）

【サイズ】W1070mm×H280mm×D170mm（収納時）
【重量】12.4kg　【電源】100V（通常コンセント）
【消費電力】20W

状況判断、機敏動作の機能向上に

イベントで実施する交通機材として

クイックキャッチ

クイックステップ
機 材

1式 460,000円（税別）

【サイズ】W470mm×H170mm×D350mm（本体のみ）
【重量】3kg　【電源】100V（通常コンセント）
【消費電力】20W

加齢にともない低下する
「認知・判断・行動」
の機能向上を目指します。

クイックステップ　EF-2000

4色のランプが流れな
がら点滅した後、1色、
もしくは2色のランプ

が点灯します。特定のランプが点灯し
たら、同色のマットを素早く踏んで下
さい。（ランプ点灯からマットを踏む
までの時間を測り、俊敏性を計測し
ます。）1色の場合は左右どちらかの
足で、2色点灯の場合は両足でマット
を踏みます。

擬似飲酒体験ゴーグル（別売）
を使用した俊敏性低下・測定
モード機能もあります。

状況判断、機敏動作の機能向上に

飲酒運転根絶への啓発に

ク イッ ク フィン ガ ー
機 材

1式 420,000円（税別）

「交通安全」や「判断能力」に関する
『気づき』をご提供！

多彩な5アプリ 
楽しみながら「交通安全」や「判断
能力」についての気付きが得られ
る魅力的な5種類のアプリがイン
ストールされています。 ご高齢者
様用に特殊詐欺気づきアプリも
提供しております。※1

軽量・コンパクト 
10.1インチのタブレットを採用｡
軽量かつコンパクトなので、付属
ケースに入れて会場などへ手軽
に持ち運び可能です。

幅広い年齢層に 
アプリの難易度は年齢に応じて自動的に最適化されます。未就学のお子様向けに特化し
た内容のアプリもご用意！ 

大画面に投影 
付属のHDMIケーブルでプロジェクターに接続し、スクリーンへ投影できます。大型TVに
繋いでのご利用も可能です。 ※2

※1 交通安全のみのアプリをインストールした仕様もございます。
※2 プロジェクターテレビがHDMIケーブルで接続できることが条件となります。

グレア・ボックス
機 材

夜間の事故要因、4種類事象が体験できる

各種イベントや施設で実施する測定会に

1式 320,000円（税別）

【サイズ】W720mm×H520mm×D300mm
【重量】7kg　【電源】100V（通常コンセント）
【消費電力】20W

歩行者としての気づき
夜間時、自分たちがいかに視認されていないかを共有

運転手としての気づき
夜間運転時の危険性を体験

グレア・ボックス　EF-4000

交 通安 全 教育

月刊 誌

交通安全の知識や指導方法、具体的な実践事例、交通安全対策
に関する情報など、様々な情報が満載。
毎月の特集では、今日的な課題を取り上げています。

1部400円（税別・送料別） 年間講読4,800円（税別・送料込）

現場で役立つ交通安全情報を、多彩な執筆陣により毎月お届けします。


