
 軍手(滑り止め)

  １７８ 円（本体１６５円）　

No.2

 エコ作業用手袋(滑り止め)

  ２８０ 円（本体２６０円）　

No.3 エコマ－ク

 ２０１９（平成３１ )年「森と人カレンダー」

  ８２２ 円（本体７６２円）　

No.1

森林保険
普及宣伝物品

２０１８
平成３０年度

取 り 扱 い 商 品 カ タ ロ グ
一般社団法人　全国林業改良普及協会

滑り止め、クリーム色　手甲に「森林保険」文字入り、PP

袋入り、ノシ紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかっ

た森林保険」入り。

再生ポリ混滑り止め、手甲に「森林保険」文字入り、PP 袋

入り、ノシ紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかっ

た森林保険」入り。色／緑またはクリーム ( 選べません ) 

デザイン等は 10 月頃決定します。発行は 11 月末予定。　

県名・保険名名入れできます。　

※写真はイメージ(2018年版)です。

森 林 保 険



 エコタオル

  ２９３ 円（本体272円）　

No.4

●カタログ ２頁●

２０１８
平成３０年度

一般社団法人全国林業改良普及協会

森林保険
普及宣伝物品

 エコタオル(県名入り）

  ３１２ 円（本体２８9円）　

No.5 エコマ－ク

エコマ－ク

88cm

48cm

88cm

33cm

30cm

33cm

 マイクロファイバータオル

  ２４３ 円（本体225円）　

No.6

30 ㎝ ×48 ㎝   ポリエステル 80％　ナイロン 20％　まもる

くんマーク・森林保険名入り　名刺が挟み込めるビニ－ル袋入

り・ノシ紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった

森林保険」入り。説明付き 色／黄・青・ピンク・白　　

綿糸 20 番手・220 匁・33 ㎝ ×88 ㎝　県名・まもるくんマー

ク・森林保険名入り・名刺が挟み込めるビニ－ル袋入り・ノ

シ紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林

保険」入り。＜エコマーク認定商品＞　　　　　　　　　　　

綿糸 20 番手・220 匁・33 ㎝ ×88 ㎝　まもるくんマーク・

森林保険名入り・名刺が挟み込めるビニ－ル袋入り・ノシ紙

に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林保険」

入り。＜エコマーク認定商品＞　　　　　　　　　　　　



●カタログ ３頁●

２０１８
平成３０年度

一般社団法人全国林業改良普及協会

森林保険
普及宣伝物品

88cm

33cm

48cm

30cm

 カラータオル

  ３３０ 円（本体306円）　

No.8

綿糸 20 番手・220 匁・33 ㎝ ×88 ㎝　まもるくんマーク・

森林保険名入り・名刺が挟み込めるビニ－ル袋入り・ノシ紙

に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林保険」

入り。色／黄・青・緑・ピンク

 マイクロファイバータオル（県名入り）

  ２６５ 円（本体245円）　

No.7

30 ㎝ ×48 ㎝   ポリエステル 80％　ナイロン 20％　県名・

まもるくんマーク・森林保険名入り　名刺が挟み込めるビニ－

ル袋入り・ノシ紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかっ

た森林保険」入り。説明付き 色／黄・青・ピンク・白　　

 ポケットティッシュペーパー

  11～19箱　１箱 １８,３６０ 円（税込）

　20箱～　 　１箱 １２,５２８ 円（税込）

No.9

オリジナルティッシュ 10 組（20 枚）、森林保険名フィルム

印刷、台紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「みんなで支える

緑とくらし　森林保険」入り。最低ロッド 11 箱以上。

（１箱 500 個入り）



●カタログ ４頁●

２０１８
平成３０年度

一般社団法人全国林業改良普及協会

森林保険
普及宣伝物品

No.10 No.11

 帽子(県名・マーク付き)

  １,０３１ 円（本体９５５円）　

ポリエステル・F サイズ　色／白

側面に県名・森林保険名入り。

 エコキャップ(県名・マーク付き)

  １,５０６円（本体１,３９５円）　

エコマ－ク

ポリエステル・F サイズ　色／ネイビー ( 紺 )

側面に県名・森林保険名入り。＜エコマーク認定商品＞　　

　　　　) 

東京都港区赤坂１-９-１３ 三会堂ビル 〒107-0052
一般社団法人 全国林業改良普及協会
TEL.03-3583-8464　FAX.03-3583-8465

Ｅメール：hoken@ringyou.or.jp　 

お問合せ先



番号 品　　名 販売価格 　　規格・仕様
最　小
取扱数

納　期

1
２０19年

「森林と人カレンダー」
822円(762円) デザイン等は10月頃決定します。発行は11月末予定。

県名・保険名名入れできます。

10部以上
(保険名・県名入は
100以上・10部

単位)

2 軍手(滑り止め) 178円(165円) 滑り止め、クリーム色　手甲に「森林保険」文字入り、PP袋入り、ノシ
紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林保険」入り。

200双以上 3週間

3
エコ作業用手袋(滑り止

め)
280円(260円)

再生ポリ混滑り止め、手甲に「森林保険」文字入り、PP袋入り、ノシ紙
に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林保険」入り。色
／緑またはクリーム(選べません)
エコマーク認定商品

200双以上 3週間

4  エコタオル 293円(272円)

綿糸20番手・220匁・33㎝×88㎝　まもるくんマーク・森林保険名
入り、名刺が挟み込めるビニ－ル袋入り、ノシ紙に県名・保険名・ＰＲ
フレーズ「加入してよかった森林保険」入り。
エコマーク認定商品

200本以上 3週間

5
 エコタオル

（県名入り）
312円(289円)

綿糸20番手・220匁・33㎝×88㎝　県名・まもるくんマーク・森林
保険名入り、名刺が挟み込めるビニ－ル袋入り、ノシ紙に県名・保険
名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林保険」入り。
エコマーク認定商品

200本以上 3週間

6
マイクロファイバー

タオル
243円(225円)

30㎝×48㎝   ポリエステル80％　ナイロン20％
まもるくんマーク・森林保険名入り、名刺が挟み込めるビニ－ル袋入
り、ノシ紙に県名・保険・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林保険」
入り。説明付き 色／黄・青・ピンク・白

200本以上 3週間

7
マイクロファイバー
タオル（県名入り）

265円(245円)

30㎝×48㎝   ポリエステル80％　ナイロン20％
県名・まもるくんマーク・森林保険名入り、名刺が挟み込めるビニ－ル
袋入り、ノシ紙に県名・保険名・ＰＲフレーズ「加入してよかった森林
保険」入り。説明付き 色／黄・青・ピンク・白

200本以上 3週間

8  カラータオル 330円 (306円)

綿糸20番手・220匁・33㎝×88㎝　まもるくんマーク・森林保険名
入り、名刺が挟み込めるビニ－ル袋入り、ノシ紙に県名・保険名・ＰＲ
フレーズ「加入してよかった森林保険」入り。
色／黄・青・緑・ピンク

1色200本以上
追加数量は10本

単位
4週間

ポケットティッシュ
ペーパー（11～１９

箱）

１箱
18,360円

(17,000円)

オリジナルティッシュ10組(20枚)、森林保険名フィルム印刷、台紙に
県名・保険名・ＰＲフレーズ「みんなで支える緑とくらし　森林保険」
入り。
１箱500個入り、最低ロッド11箱以上。

1１箱以上
～１９箱

４週間～

ポケットティッシュ
ペーパー（２０箱～）

１箱
12,528円

(11,600円)

オリジナルティッシュ10組(20枚)、森林保険名フィルム印刷、台紙に
県名・保険名・ＰＲフレーズ「みんなで支える緑とくらし　森林保険」
入り。
１箱500個入り。20箱以上の場合。

２0箱以上 ４週間～

10 帽子(県名、マーク付) 1,031円(955円)
ポリエステル・Fサイズ　色／白
側面に県名・森林保険名入り。

100以上 4週間

11
エコキャップ(県名、マー

ク付)
1,506円(1,395円)

ポリエステル・Fサイズ　色／ネイビー(紺)
側面に県名・森林保険名入り。
エコマーク認定商品

100以上 4週間

注
①価格には、すべて消費税が含まれています。　　

②最少取り扱い数を下回る場合は、送料・刷り込み代を申し受ける場合があります。

③ノシ紙には、ご希望により「県森林組合連合会」も可能です。

 平成30年度　森林保険普及宣伝物品   取扱一覧表     2018.５.16

一般社団法人　全国林業改良普及協会　

メール　　hoken@ringyou.or.jp　

電話03-3583-8464　FAX03-3583-8465

9



月　　　日

      一般社団法人　全国林業改良普及協会　FAX　０３-３５８３-８４６５　宛 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒107-0052　東京都港区赤坂1-9-13　三会堂ビル

hoken@ringyou.or.jp 都道府県名 電話 メール

機関名・部署 申込者

金　　額 摘　　要 金　　額 摘　　要 申込数量 金　　額

1  2018年「森と人カレンダー」 822円(762円)  県名入り  県名入り

2  軍手(滑り止め) 178円(165円)

3  エコ作業用手袋(滑り止め) 280円(260円) 色/緑またはクリーム
(選べません)

色/緑またはクリーム
(選べません)

4  エコタオル 293円(272円)

5  エコタオル　県名入り 312円(289円)  県名入り  県名入り

黄 黄

青 青

ピンク ピンク

白 白

黄  県名入り 黄  県名入り

青  県名入り 青  県名入り

ピンク  県名入り ピンク  県名入り

白  県名入り 白  県名入り

黄 黄

青 青

緑 緑

ピンク ピンク

 ポケットティッシュペーパー
　（１箱500個入り、11～19箱）

18,360円(17,000円)  県名入り  県名入り

 ポケットティッシュペーパー
 （1箱500個入り、20箱～）

12,528円（11,600円）  県名入り  県名入り

10  帽子(県名、マーク付)　 1,031円(955円)  色/白　県名入り  色/白　県名入り

11  エコキャップ(県名、マーク付)　 1,506円(1,395円)  色/紺　県名入り  色/紺　県名入り

計

通信欄

　　　送付先　　　 名　　称 ★請求書などの宛名

　　　　　　　　　　　住　　所 〒
　

　　　　　　　　　　　電　　話 ○「のし紙」に刷込む文字

☆納期日 　　　　　月　　　　日までに

その他

③定価は消費税が含まれています。

　　　　　通信欄に記入してください。（特に記入のない場合は「都道府県名」を刷込みます。） ④送料は本会で負担します。（ただし、最小取扱数を下回る場合を除きます。）

　　　②のし紙に「県名 森林保険」以外を希望する場合は、通信欄に記入してください。 ⑤メールでの問合せ注文　hoken@ringyou.or.jp

 　　　　 （特に記入のない場合は「都道府県名　森林保険」を刷込みます。）

8   カラータオル
　（１色につき200本より）

330円 (306円)

6

7

  マイクロファイバータオル
　（１色につき200本より）

  マイクロファイバータオル　県名入り
　（１色につき200本より）

243円(225円)

265円(245円)

森林保険普及宣伝物品 申込書

番号 　　　　品　　　　　　　　名 定価（本体）
合　　　　　　計

9

◎帽子・タオル等に刷込む文字

（注）①帽子、ポケットティッシュ、県名入りのタオルに刷込む文字に都道府県名以外を希望する場合は、

   　　

　　　都道府県森連委託費による購入分

申込数量

　都　道　府　県　購　入　分

申込数量


