健康まつりなどのイベントで効果的に周知できる！

タペストリーのご案内

出版物発刊
のご案内

目立つ

通りすがりの人にもメッセージを。見る人のペースで読みすすめられる！

使える

場所を選ばず、動線を無駄なく活用！

簡単

シリーズ一式を
並べると
アピール効果が
より高まります。

飾るだけの手軽さでも、周知力は想像以上！

それがタペストリーの魅力です！

特長

1

簡単に吊り下げが可能

1枚あたりの重さは約130gと軽量。ひもの中心部をボード
や壁に止めるだけで、
簡単に吊り下げができます。

特長

2

情報を大きく見やすく紹介します

各対策に関連したテーマを、
イラストを多用して大きく見やす
くデザイン。イラストの視覚的効果で見る人の足を止めさせ、
見やすいデザインで効果的な周知を行えます。

特長

3

全てのタペストリーに名入れできます

タペストリー下部に貴名やご連絡先などが刷り込めます。

充実のラインナップ！
4

場所をとらずにコンパクトに
保管できます
布素材なのでシワがつきづらく、

cm

5cm 5cm

60

特長

使用後はくるくる丸めてコンパク
トに保管可能。さらに専用保管箱
付きで、
劣化を防ぎます。

●「高齢者支援」
●「消費者問題対策」
●「医療費適正化対策」
●「生活習慣病予防対策」
●「母子保健」
詳しくは中面をご覧ください

お問い合わせ 本社

株式
会社

社会保険出版社

大阪支局

TEL.03（3291）9841

TEL.06（6245）0806

九州支局

TEL.092（413）7407

高齢者支援タペストリー
今すぐ役立つ認知症対策のノウハウが満載
90571

今日からはじめよう！認知症対策
認知症の原因と症状・認知機能低下のサインに加えて、脳機能の鍛え方に焦点を当てた認知症予防法を紹介。
認知症になった場合の対処法についても本人・家族別に解説します。高齢者に配慮してイラストを大きく掲載し
ており、見てすぐわかるデザインです。

■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 長田久雄（桜美林大学大学院老年学研究科教授）
柴田展人（順天堂大学医学部・大学院医学研究科准教授）
■制作協力 日本応用老年学会

定価

150,000円（1シリーズ8タイトル）

認知機能低下の

1 正しく知ろう！認知症 2 サイン

5

料理で3つの機能
アップ

6

趣味で3つの機能
アップ

3 脳機能の鍛え方

7

認知症だとわかったら！？
対処法 本人編

ウォーキングで3つの

4 機能アップ

8

認知症だとわかったら！？
対処法 家族編

消費者問題対策タペストリー
おとしよりをトラブルから守るために
90571

悪質商法や振り込め詐欺にご用心！
！

おとしよりにとって、悪質なトラブルは突然やってきます。どう対処・対応するかによってだまされずに済むかを周
知するのに最適なシリーズです。よくある手口からどう対処すればよいのかが一目でわかるデザインで、読みや
すく、わかりやすくなっています。

■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■編集部 編

1 健康をねらった訪問販売

定価
お金をねらった

75,000円（1シリーズ4タイトル）
親心につけ込む

2 脅しまがいの架空請求 3 振り込め詐欺

還付金や給付金を装った

4 振り込め詐欺

医療費適正化対策タペストリー
生活習慣の改善で、体と医療費も健全に
90561

実例が語る 医療費＆健康の差

生活習慣の違いで、負担する医療費や健康状態にいかに差が出るかを実例をもとに解説します。なぜ、生活習慣
の改善が必要なのかを生活面や医療費という視点から読み取れる構成になっています。

健診で高コレステロールを
1 指摘された2人のゆくえ

■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 野中 博（医療法人社団博腎会）
■制作協力 髙塚祐子（静岡県国民健康保険団体連合会）

定価
かかりつけ医に高血圧を

75,000円（1シリーズ4タイトル）
糖尿病治療の4人。

生活習慣を改善できるかどうかで

2 指摘された2人のゆくえ 3 生活も医療費もこんなに違う 4 これだけの差が…！

大好評 生活習慣病予防対策タペストリー
健康まつりや健康教室などの、生活習慣病予防対策でのご利用に最適なシリーズです。
特定健診・特定保健指導に対応したテーマを、
イラストを多用したデザインで説明しています。
1シリーズ8タイトルの流れで、わかりやすく周知ができます。

充実のラインナップで取り揃えております！
お気軽にお問い合わせください。

特定健診・特定保健指導の周知に
90551

活用しよう！
特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導のポイントとメリット、全体
の流れをわかりやすく解説して活用法に繋げます。

■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 久保 明（医療法人社団湖聖会銀座医院 院長補佐・

特定健診・特定保健指導の周知と、受診勧奨に最適
なテーマです。

抗加齢センター長／常葉大学健康科学部教授）

定価

150,000円（1シリーズ8タイトル）

1 特定健診ってなに？

特定健診の結果判定と

5 特定保健指導

特定健診・特定保健指導の

2 ポイントとメリット

特定保健指導の

6 レベル分け

3 特定健診の検査項目

動機づけ支援と

7 積極的支援

4 特定健診の質問票

健診を

8 生活習慣改善にいかそう

版

改訂新

メタボリックシンドローム予防・改善に
90551

ちゃんと知っていますか？

1 メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは？
■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 久保 明（医療法人社団湖聖会銀座医院 院長補佐・

メタボリックシンドロームの

2 診断基準

抗加齢センター長／常葉大学健康科学部教授）

定価

150,000円（1シリーズ8タイトル）

メタボリックシンドロームの解説と生活習慣チェックにはじまり、
予防・改善法について詳しく提案。健診後の保健指導に対応した、
実践的な内容です。

生活習慣を

3 チェックしよう

メタボを防ぐ

4 食生活

メタボを防ぐ運動習慣

5 有酸素運動編

メタボを防ぐ運動習慣

メタボを防ぐ

6 筋力トレーニング編 7 禁煙

版

食生活に焦点を当てた生活習慣改善の周知に

改訂新

90551

生活習慣病と

生活習慣病を防ぐ食生活

1 食生活の関係

■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 久保 明（医療法人社団湖聖会銀座医院 院長補佐・

2 塩分を減らすコツ

抗加齢センター長／常葉大学健康科学部教授）

仁瓶史美（米国登録栄養士）

定価

メタボを防ぐ

8 飲酒習慣

150,000円（1シリーズ8タイトル）

メタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病予防対策の
ための、食生活改善法を提案。食事バランスガイドの解説、食品エ
ネルギー量の一覧も取り入れた、食生活改善を軸とした保健指導
に最適なテーマです。
コレステロール

3 を減らすコツ

摂取エネルギー量

4 を抑えるコツ

おいしく・楽しく・しっかりと

野菜をたっぷり

5 食事バランスガイドを活用しよう！ 6 とるコツ

カルシウム

7 をとるコツ

食べる前に 食品の

8 エネルギー量をチェック！！

版

改訂新

肥満を知って学んでメタボ対策につなげます
90551

1 肥満とは？

肥満にご注意
■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 久保 明（医療法人社団湖聖会銀座医院 院長補佐・

内臓脂肪型

2 肥満とは？

抗加齢センター長／常葉大学健康科学部教授）

定価

150,000円（1シリーズ8タイトル）

メタボリックシンドロームを始めとした生活習慣病と肥満の関連
性を解説し、その改善法を提案。減量の必要性を一貫して訴えて
おり、説明と納得の保健指導に最適なテーマです。

脂肪細胞と

3 内臓脂肪型肥満

肥満と

肥満と

肥満と

4 メタボリックシンドローム 5 睡眠時無呼吸症候群 6 腰痛・ひざの痛み

ダイエット計画を

7 立てよう

肥満改善の

8 大敵はストレス

無理なくできる運動習慣をご提案
90551

いつでもどこでも

1 姿勢を正そう

実践！ 日常ながら運動
■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 長野 茂（フィットネス研究所・日常ながら運動推進協会

定価

イスに座って

代表）

2 下半身を強化

150,000円（1シリーズ8タイトル）

生活習慣病予防対策として
「いつでも・どこでも・すぐできる」
をコン
セプトとした
『日常ながら運動』
を紹介します。生活活動を効果的に
運動に変えることができ、
無理のない健康づくりを提案します。

イスに座って

3 お腹を強化

ストレッチで

4 肩こり・腰痛予防

洗濯中の

5「ながら」スポット

調理・片づけ中に

6 エクササイズ

移動中の

7 運動効果アップ！

室内で
「立つ・動く」

8 ときを有効活用

母子保健タペストリー
乳幼児の事故予防啓発に
乳幼児の事故を防ぐには、保護者をはじめとしたまわりにいる人たちが安全に気を配り、事故予防への認識を深
めることが大切です。乳幼児の発達に応じた事故対策を紹介、乳幼児をもつ保護者への周知・啓発に最適です。
乳幼児健診等でご活用ください。
■縦80cm・横58cm／カラー／布素材・ひもつき
■監修 山中龍宏（緑園こどもクリニック院長）

定価 各75,000円（1シリーズ4タイトル）

90581

赤ちゃんのはじめに知りたい事故予防
1

具体的な予防策をとって
赤ちゃんを
事故から守ろう

2

0〜1歳
赤ちゃんの事故の
危険＋対策POINT①

3

0〜1歳
赤ちゃんの事故の
危険＋対策POINT②

4

もしも起こって
しまったら…
誤飲の救急ガイド

4

それでも起こって
しまったら…
もしものときの救急ガイド

4

それでも起こって
しまったら…
もしものときの救急ガイド

90581

1歳6か月の今日から始める事故予防
1

できていますか？
事故を防ぐ
環境づくり

2

命にかかわる事故
今すぐしっかり対策を

3

家の中全体をチェック
子どもの事故の
危険＋対策MAP

90581

3歳からの成長にそって見直す事故予防
1

発達に合った対策で
子どもを事故から守ろう

2

子どもの事故の
危険＋対策POINT①

3

子どもの事故の
危険＋対策POINT②

大型だからこそニーズに合った展示アイテムを！
展示場所 使用目的 に応じて パネル でお作りすることもできます。
パネルに！

詳細・お問い合わせ・ご相談は
下記お問い合わせ先まで
お気軽にご連絡ください。

消費税について……………… このチラシに掲載の価格は、税抜き表示となっております。代金ご請求時に消費税を加算させていただきます。
納品スケジュールについて… 名入れなしの場合は2週間、名入れ有りの場合は3週間ほど納品に時間がかかります。あしからずご了承ください。
梱包料・送料について……… 梱包料・送料は実費をいただきます。
代金のお支払いについて…… 代金のお支払いは納品後2ヵ月以内にお願いします。それ以降になる場合は、送金予定日をご一報ください。
■商品価格
コード

90571
90561

90551

90581

シリーズ名

今日からはじめよう！ 認知症対策
悪質商法や振り込め詐欺にご用心！
！
実例が語る 医療費＆健康の差
活用しよう！特定健診・特定保健指導
メタボリックシンドロームとは？
生活習慣病を防ぐ食生活
肥満にご注意
実践！日常ながら運動
赤ちゃんのはじめに知りたい事故予防
1歳6か月の今日から始める事故予防

価

格

お得なセット価格
名入れも受注された場合

8タイトル

150,000円

180,000円

4タイトル

75,000円

90,000円

タペストリーは1タイトルずつ保管専用箱がつきます。
なお1タイトルからの注文も受け付けておりますが、価格・
送料については下記へご連絡ください。

3歳からの成長にそって見直す事故予防

ご注文・お問い合わせはこちらまで
本社

TEL 03-3291-9841 大阪 TEL 06-6245-0806 九州 TEL 092-413-7407
FAX 03-3291-9847 支局 FAX 06-6245-0805 支局 FAX 092-413-7417
お客さまからお預かりした個人情報の取り扱いについて
個人情報保護管理者：総務部責任者
利用目的：商品の発送、
請求書送付、
商品のアフターサービスの提供
第三者への提供：ございません
業務委託：商品を発送するため業務委託を行う場合がございます
個人情報に関する問合せ：個人情報の開示、訂正、
利用停止、消去等を請求さ
れるお客様は、
弊社までご連絡ください。必要書類を送付いたします
※個人情報をいただけない場合は、
お取り引きできない場合がございます

「プライバシーポリシー
（個人情報保護方針）」
および
「個 人 情 報 の 利
用 目 的」
につ きまして
は、
弊 社ホームペ ージ
□ 上記の個人情報の取り扱いについて同意します。
をご参照ください。

社会保険出版社

本

社

大阪支局
九州支局

検索

東京都千代田区猿楽町1-5-18 千代田ビル 〒101-0064
Tel.03-3291-9841
（代） Fax.03-3291-9847
大阪市中央区博労町4-7-5 本町TSビル 〒541-0059
Tel.06-6245-0806 Fax.06-6245-0805
福岡市博多区博多駅前3-27-24 博多タナカビル 〒812-0011
Tel.092-413-7407 Fax.092-413-7417

