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置1 新作 一
一
新
作

制作指導 :労働局登録教習機関住建センター 制作 :株式会社プラネックス

多 発 す る ヒ ュ ー マ ン エ ラ ー の 抑 止 に 最 適 !

二人の被災者が、本人でなければ分からない災害発生の“瞬間"とその後を

語ります。再現映像を織り交ぜ、現場関係者全員へ危険再認識を促す、明日

からの安全への再スタートになる教材です。

実際の被災者から発せられる警鐘は

何事にも代え難い教訓として

すべての視聴者の心にしみる。

DVD 24分 (PV-556)価 格 1本50,400円 織 込/送料込)

団目重機との接触 ‐|‐‐麒
重機のキャタピラーに片足を礫かれる

「見えていると思ってた」重機の死角。

装全靴が、被災者を最悪の事態から救った。

キ|.しかし、もし安全靴を履いていなかったら?

屋根で断熱材を張る作業中、丸のこの歯を調整しようとしてベランダに墜落

婆基幕を使ってよ覗[誦:尋覧亀顧電:

墜落旺の衝撃を受けた、割れたヘルメット。このヘヽルメットがなければ…。



□ a腱 8田 び凰 ぇ て くる

塁
日編 猪槻の

しかし、活用されないまま
`机

や車のダッシュボ■ド等に置かれたままになつている

ケニスも多々見受けられます。

このDVDを御覧になつた現場関係者は、作業手順書の真の存在理由を理解し、積極的に

活用したく「Jるように、この映像教材は仕上がつています。

鵬 のEmlまた だ―
鯛 _鰈 到頂割こ

魂
を吹き込む事でした。

一慣れた作業だから、いつもと同じ作業だからと油断しないためにも、作業手順書は活用するべきな

のです。リスクアセスメントー・労働安全衛生マネジメントシステム…。こうした法令順守を推し

進める意味でも、そして何よりも自分の身は自分で守る為にも、作業手順書をもっと有効活用する

べきだ 1との思いから開発されたのが、標題の映像教材です。

自分を、仲間を、ケガから守る′

安全への強い意識を

関係者全員が共有する。

本映像教材を多くの現場関係者に

お見せください。

∵ ''

:

作業手llla官

っマね
「

だ0′

併せてのご使用で

よι′―層の効果を

期待できます !
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労働安全衛生マネジメントシステム 0

リスクアセスメント
マネジメントシステム
・構築。運用

より安全に I

より会社らしく!

―協力会社の簡単安全管理―

DVD 32分 (PV 537)価格1本 50,400円 (税込/送料込)

企目 :全国低層住宅労務安全協議会
日憫欄|:労鯛 韻散習翻 健 センターロ作 :株式会社プラネックス

協力会社の
― が高まれば

元請が安心して仕事を任せられる

環境が整います !

このビデオは、協力会社の[安全力」を高めるために開発さ

れました。

リスクアセスメン トは、労働安全衛生マネジメン トシス

テムと結びついた時、初めて、その真価が発揮されます :

幸

より安全に !より会社らしく !

1冊1,050円 (本体価格 1,000円 送料別)A4サイズ/P47
本書の後半の記入例に沿って、前半の書類・帳票類を記入することで、画期
的安全管理手法の基本がまとまり、労働安全衛生マネブメントシステムの文
劃 ヒが完了します。

★副読本だけの単独頒布はしておりません。VHS及びDVDをご購入された企業・団体様に限り頒布させていただきまt

一
一
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

・
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

危険の芽を摘み取る !

どう始める?
リスクアセスメントIFう覇Ⅲ丁:

～再発防止 から予防安全へ～

DVD 26分 (PⅥ538)価格 1本 50,400円 (税込/送料込)

企目 :全国低層住宅労務安全協議会
Hlk:労働局笛敵習樹難LEセンター‖作 :株式会社プラネックス

リスクアセスメントの取り組み方を
ドラマ仕立てで実践に即して

説明しているので、
無理なく内容が頭に入ってきます。

●安全管理技術の共有化が図れる

0事業者として安全配慮義務の履行が実践できる

どう始める?リスクアセスメント
1冊525円 (本体価格500円 送料別)B5サ イズ/P19

また巻末にある記録用紙を使い、自社独自のリスクアセスメントの記録、保存

を実践することが可能となります !

☆副読本だけの単独頒布はしておりません。VH録びDVDをご購入された企業・団体様に限り頒布させていただきま丸

3



事業者、現場責任者、職長、現場従事者のみ7Jさんヘ

SRD貶琵ヨb調理D田

DVD 27分←項目別詳細籠約45分 )〈 P・ヽ 55つ価格1本50,400円 (税込/送料込)

鯛 :社会保険労務士 行政書士ヒューマンリーガルサポート代表嘉謝1泰弘

企口 :全国低層住宅労務安全協議会 ■作:株式会社プラネ

'ク

ス

全ての事業者と

全ての働く人々へ向けて

基本情報重視 !

０

０

０

０

０

労働者を雇う使用者の義務

昨鯛議祗Uと「労災間 の違い

労災隠しを招く要因

送検される代表的な違反例

労災保険を使わない場合の

深刻なトラ7Jレ

労対果険の申請手続き

「事務所労利 と陽 労利 の違い

通勤災害の定義と業務災害との違い

外国人&一人親方と労災保険

労災指定病院と普通の病院との

労災発生 !あなたならどうす

間違つた対応と正しい対応

⑥

0
0
0
⑩

0

元建設業出身である、社会保険労務士 黒川泰弘先生が、

ドラマを挟みながら解りやすく解説

知っておくべき労災保険の機能と役害J

副読aS B5判/20頁

補完教材として、映像では伝わりにくい部分を再構成した

小冊子が付いており、より理解が深まります |

(副読本は1巻につき1冊付いております。

追加ご希望の場合:1冊420円 (税込、送料別)

※10冊以上からのご注文となります。

DVD 29分 (PV-546)価 格 1本 50,400円 緞込/送料込)

制作指導 :労働局登録教習機関住建センター

耐作 :株式会社プラネックス

労災遺族の

深い悲しみのドラマが

安全対策を再度決意させる

婁墜宍Iコールに喝 !

男手ひとつで育ててくれた最愛の父を、足場からの

墜転落災害で失ってしまった、一人娘の奈緒。

会社は本人の不注意が原因だというが、日頃から

あんなに慎重だった父が何故?

小さな疑間は奈緒に新たな行動を決意させた一―

★ このビデオは事業主の営利主義が生んだ死亡災害と、そ

れに疑間を持った遺族の事故の真相に追る行動をドラマ

化し、安全へのコストを惜しんだ結果の悲惨さを描いてい

ます。

★ また職場巡視 (安全パトロール)を形骸化させないための、

監督・職長に求められる作業者への分りやすい指導方法

を学ぶことができます。

★現場の作業者には、労働災害発生時の家族の悲しみが深

く心に染み、明日からの安全作業を決意させるものです。

4



重大な災害の後にくるもの

DVD 28分 lPV521)価格 1本 5QЮO円 (税込/送料込)

企目 :全国低層住宅労務安全協議会 制作 :株式会社プラネックス

000
ある死亡災害を通して、労働基準監督署の調査

の過程を再現し、関係者の誰が、どのような責

任を追及されていくかを検証していきます。

解説部分では法律を守り、安全管理体制を徹底

するという観点から対策を5つのポイントにま

とめています。また、それを実行するために元

請・現場監督がすべきこと、協力施工会社・事

業主がすべきことを明解に指摘します。

あまりにも大きかったその代償
DVD 29分 lPV532)価格1本 ∝中

"円
G晟 /ゝ送料込)

企目 :全国低層住宅労務安全協議会 制作 :株式会社プラネックス

000
日頃の慣れ、気の弛み、慣れから来る油断が、

どんな代償として誰にふ りかかるのか? ク

レーン玉掛け不良が見過こされて しまつた現

場。そこヘボールを蹴りながら小学生が通 りか

かつた。その時…。第三者災害と経済的補償の

重い現実を ドラマで再現しています。

ドラマを元に、その責任と代償を鋭く解説する

シーンを盛 り込み、より安全への意識を高め、

根付かせる作品となっています。

プラネックス2012年度カタログ

あなたの会社で

重大な災害が

起きてしまったら…

ゼロ災の願いをこめて、建設業の皆さ

んに、シリアスなドラマを通じて、『安

全はすべてに優先する』という意職を

嗅起させます。観る人たちに態度変容

を促す、実効ある安全管理者用教材で

す。安全管理を切り口に、企業の“CS
R"を推進・定着させる教材と評価が

高く、住宅建築業をはじめ幅広い業種

べ活用が広がっています。

絶対に災害を

起こさない :

その土台作りのために

日頃の慣れから来る緊張感の欠如。つ

いつい慣れや油断によって見過ごされ

ている『危険の芽』。それが一旦爆発し

たとき、想像を超える現実が待ち構え

ています。企業のリスクマネジメント

の観点から安全を捉え直し、全社で問

題解決にあたる !

これが当ビデオのねらいです。

回
事
業
者
教
育へ

の

意

騰

改

革
。



STEP2
知らないではすまされない

労働災害と
あ  な  た

事業者の責任
DVD 21分 (PV 5041価格 1本 31400円 (税込 /送料込 )

企目 :全国低層住宅労務安全協議会 監修 :岩出線合法律事務所

鮮 :株式会社プラネックス

瞬 4-が
労働災害防止に対する意識が低いという

不満はありませんか?

協力会社事業主であっても『労働者を使用

する者は事業者の責任を負っている』こと

を強烈に訴える、非常にインパクトのある

作品です。協力会社事業主の労働災害の責

任と防止義務をズバリ指摘しています。安

全へのよリー層の配慮を促し、元請の安全

対策への積極参画を導きます。

STEPl:〕

で
は

明日からでは
遅すぎる!

一施工会社の安全管理一
DVD 25分 lPV 5051価格 1本 5Q400円 (税込/送料込)

推口 :建設業労酸 書防止協会 金田 :全国低層住宅労務安全協議会

調作 :株式会社プラネックス 大東京火災海上保険株式会社

元請の立場から、施工会社に対して

今すぐ取り組ませるべき安全対策とは

何かを提案します。

■管理者が常駐できない小規模現場に

必要な、今すぐ実行できる対策とは?

■なぜ職長教育が必要なのか?

■労務管理の必須書類は?

■木建足場、玉掛け等資格取得のメリッ

トとは?

■労災保険が適用される人、されない人、

特別加入制度

STEP4 労災保険

特別加入制度
あなたは知っていますか ?

DVD 20分 lPV 5061価格 1本 ∝口∞円(税込/送料込)

監修 :東京労働局  mmll:新 宿躙 基準監督署

倉目:全国低層住宅労務安全協議会 制作 :株式会社プラネックス

労災保険の対象とならない人…

その救済措置がtl胡lJDν喘J度 !

■現場管理社の知識習得に |

■元請の労災保険が適用さねない可能性のある中小

事業主 一人親方 その家族などへの理解促進に 1

■「労働者」とは誰なのか?

■労災保険と|よ どんな保険か?

■特別加入制度はなぜ必要?

■特別加入の方法は?

■労災保険の多くのメリット…等

6



プラネツクス2012年度カタログ

一
一
事
業
者
教
育

く復刻版>

DVD 20分 ev‐550価格1本29,400円 俄込/送料込)

[出演]五代目三遊亭円楽師匠

今の時代に必要とされる、

元気で活発な企業作り。

五代目 三遊亭円楽師匠と、

村田誠 二代目成田屋電設社長が繰り出す、

元気さと活力を与えてくれる数々のヒント 1

トップが率先垂範することの大事さ、安全を重視

することが品質と生産性の向上につながり、企業

繁栄への確かな道になることをぜひご実感くださ
い 。

事業者向け安全管理テキスト

労働災害から
人を守り会社を守る!

～事業者がなすべきこと～

価格1冊 525円 (税込/送料別)

■ 備 B5版 26ページ

施工を担当する―
は

労働災目防止のためlミ何をすべきか?

とるべき具体的な安全管理とは?

小規模現場では、職人さん達が中心となって毎日が動いています。

そこには、大規模現場のような現場事務所も管理者の常駐も

ほとんどありません。

この小冊子は、こうした小規模の現場の現状を踏まえ、事業者

がおかれている状況を正しく理解できるよう、わかりやすい構

成になつています。

″ ツ10“
“
   |.■ に遷 ぃ赴.に

ai` ●●■にくゎ。で    1 安全薇生法にためら■ている

■■の安全■■■●う      | ●彙■の■■です

購 のり̂ 摯 ■
   1113‖ ・・

■■ル ‐■

養鮮■漁罵…
t●2た工凛aのが |■聯喘●1■‖ぽ

豪

“

籠 ●の

"館
零

 |::出
…

【N丁丁関連企業】
「民営化されて26年目を迎え、数年前に

グループ全体で“安全管理と建設業法"研修

が開かれてこの教材を知つた。当社には、ま

だ発注者意識が強く、“元請"、 “下請"という

認識力町3い社員が少なくない。教材を実際に

使って研修をしてみたが、思つた以上に意識

改革の効果があつた。今でも毎年、『違法人

I』と併用して活用している」

【鉄鋼製造業】
「安衛法を技術部P]や製造部門とその協力会

社にどう定着させるかが、当社の課題だつた。

採用して4年経つが、社員や協力会社の現場

代理人の、作業安全への意識改革・態度変容に

は驚くほどの効果があつた。安衛法は、業種を

超えて共通だから抵抗は無かつたね。安全第

一で仕事をすることの大切さが本当に理解で

きる教材だ。この2教材には感謝しているよ」

【地方総合建設業】
「若い現場監督でも、多くの事業主

でも、重大事故にほとんど薔 昌して

いない。日で安全への喚起をうなが

しても、現場へ行くと、安全管理面

がおろそかになつている。『違法人』

は画面上で我々に疑似体験を与え、

安全活動見直しの警鐘を鳴らして

くれる画期的な教材だJ



職長教育

1諄咀ぼリ

ひ  と

お鶴 にとつてはFこの監督なら安心!』

近隣にとつては『この監虐野はしっかりしてる!』

職方にとつては『自分らのことを解つてくれている !』

現場監督は、まきに扇の要 !

現場を安心して任せられる

現場監督に育てます。

③ Φ 0
トラブル、クレーム、コミュニケーション…

それらに対応する答えが

このビデオ教材にあります !

DVD 28分 (PV 544)価格1本 50,400円 (税込/送料込)

企目 :大阪住宅安全衛生協議会 ll作 :株式針 プラネックス

物作りの中■最も高価な買い惚

それが憲作りであり、

我 :々よ その家作りの第―線にいる。

お客様との トラブルはありませんか? 打合せの時、

お客様から質問され、返事に困つたことは? ベテラ

ン職方とうまくコミュニケーションをとるには ?

不安全行動を見かけたは 効果的な注意の仕方とは?

――普段“現場監督ってしんどいな。割にあわない"

と感じている人に、“やっぱリオレがいなきゃ現場は

回らねえよな"と 自分の存在意義を再確認してもら

い、プライドを沸々と沸き上がらせるような教材です。



プラネックス2012年度カタログ

И
Ｈ
職
長
教
育

ヒ ヤ リ ・ ハ ッ ト を 放 置 し て い ま せ ん か

～放置すれば災害へ分析すれば安全へ～

DVD15分 (PV 547)価格 1本50,400円 (税込/送料込) Hlu:労 働局登録教習機関住建センター 鵬作 :櫛蒔識 プラネックス

ヒヤリ・ハットを通して危険の芽を摘み取る。

その具体的な取り組みとは?

そして、今まで気づかなかつた自社のアキレス腱に

対策を施そう!

驀 ます視聴する全作業者に、ヒヤリ・八ットとは、どんな内容かを理解させます。

摯 ヒヤリ ノヽットの軽視が、取り返しのつかない事態になることを実感させます。

奉 経験したヒヤリ・八ットが何故発生したか …その分析の方法を理解させます。

春 分析方法が理解できたら、その根本となる問題点を、洗い出す方法を導きます。

幸 添付のヒヤリ・八ット報告書を人数分コピーし、本映像教材上映後、作業者一人一人に、報告書を

記入してもらいます。

準 この際、記入された内容について一切の非難を行わないことを宣言し、生の情報を吸い上げるよ

うにします。

秦 収集した報告・分析書を集計し、自社の今まで気づかなかつた弱点を洗い出し、有効な対策を施し

ます。

内

容

・
活

用

法

ヒヤリ。ノヽット報告書

t浴グラリレ付

●貴社の事業所に出入りするすべての作業者から、

ヒヤリ・ハット報告を得ることが出来たら?

・ 報告されたヒヤリ・ハットを分析し、有効な対策を

打つことが出来たら?

自社のヒヤリ・ハット事例を、改めてデータと

して集積し、分析し、現場の弱点を洗い出す !

それを可能にするのが当教材です。

▲
７

【造船業】
「ゼロ災実現に向け、KYTをベースにした手法の一つとして、当社は全社的に“ヒヤリハット"を運動として重視し

励行している。なかなか、映像教材に“これだ !"と いうものがなかつた中では、貴社の『 ヒヤリ・ハット』の制作表現が、

当社には、ハマッタたんだなあ～。これまでなかなか、ヒャットしたリハットしたリドキッとしたことを表に出す風土

力憮 かつた気がするが、この教材をきっかけに、日頃から感じているヒヤリ・ハットを報告書に記入していく習慣を

つくりたいJ

9



誰がや覆
管理”

明日からではi4_す ぎる・2 死亡災害の約80%を

占める墜落死亡災害

をモデルケースに、

なぜ災害が起 こった

のか ?ど こに問題が

あったのか ?を考え

て行きます。現場に

職方が 1人だけとい

うことも多い施工現場では、自分の安全を守るために最

大の注意を払わねばなりません。「現場に危険を蓄積させ

ないために、職方、元請、施工会社…現場に携わる我々は何

をなすべきかJを実行可能かつ具体的な対策として提案

します。

～施工現場の安全

DVD 28分 lPV 5181価格1本 5QЮO円 帆込/送料υ

企目1全国低層住宅労務安全協議会 alF:株式会社プラネックス

なぜ墜落死亡災害は

発生したのか。

その原因を徹底分析 !

約 束
親方(職長)の現場指導とは
このようにする :

DVD 27分 (Py5001価格1本29,400円 (税込/送料込)

企■‐:倒離ヨ露ご櫛産協議
～
場

'|■

作1株式会社プラ■ッ′ス

朧 αフ国賓冒ヨぼ重‖ま

こう言って直させる :

「作業者の不安全行動、

どう指導していいかわからない…」

そんな悩みを解決するヒントが満載。

実際のベテラン職長が、新人作業者の不安

全行動を的確に指導していく様子を収録。

こう指導すれば良いのか ! 思わず納得。

明日からすぐに実践できます。

■挨拶について      ■電動・」lアーエ具怪我の原因ワース椰

■近隣への迷惑ワースト10 ■電動・エア…工具について

■高所作業について    ■足場の盛り換えについて

■開口部について    ■危険予知について

目脚立・はしごについて  ■螢理・整頓・分別について

職長・安全衝生責任者教育テキスト

《改訂》住宅建設のための
住宅建設の職長養成の為に開

発され、住宅産業、専門工事会

社で展開される職長教育に威

力を発揮するテキストです。

イラス トが多用され、大きな

文字で構成され、解りやすい

内容になっており、また、職長

教育と安全衛生責任者教育を

同時に履修することが可能と

なります。

職長。安全衛生責任者

教育テキスト
価格1冊1,575円 (税込/送料別)

■ 仕様 A4版  87ぺ…ジ

※本テキストは平成18年 4月 に大幅に変更された
労働安全衛生法にのっとっております

10



プラネックス2012年度カタログ

膠聰證緻閂閻
プラネックス発の安全映像教材、安全教育の一線に立つ講師の方々はどのように活用

していらつしゃるのでしようか? 労働局指定登録教習機関 住建センターの0先生

に、映像教材を教育の現場で使用することのメリットをうかがいます。

■
Ｈ
職
長
教
育

3‐
賃憲よ裳 零 昇 曹

●
|

現場の安全・品質を確保してい

く上で職長の役割は大きいです

14時間という長丁場にも

かかわらず、受講生の興味‐

や関心、学習意欲をヨ|き出す講習だ

と聞いていますが、その秘訣は?   ・

A tti辱記騨髯
「受けてよかつた」「わかりやすくポイ

ントをつかめた」と思える内容にする

ために、カリキュラムに工夫をしメリ

ハリの効いた講習にするようにしてい

ます。

参加者の反応はいがかです

か?.また、先生にとって―嬉■

しいことは,・1      ‐

具体的な形で理解度が深ま

り、印象に残るとの反響があ

ります。その結果、グループ討議でも

具体的な提案が出て、より深い意見交

換ができ、とても充実した講習になる

のが嬉しいです。

労働局登録教習機関 住 建 セ ン タ ー

TEL:03‐ 5638‐ 3370(大 蔵 松沼 柴田)

ご案内は

30ページをご覧下さい !

から、特に各社は教育を重視していますね。

法定で定められた「職長・安全衛生責任者

教育」は2日間で14時間行わなければな

りません。そのため、この長い時間を講義

とグループ討議を織り交ぜて、受講生に

新鮮味を与えながら実施する努力をして

います。

∈〕ではt職長教育では具体的
にどんな工夫をされている

のですか?

人間の視聴覚機能を最大限活

用し、主要な単元ことに、次の

6タイ トルのDVD教材を活用し

ています。

先生おすすめの職長教育 6教材

① 「違法人J (5ベリ)

②「作業手順書つてなんだ?!J(8ベージ)

①「どう始める !リスクアセスメントJ(3ページ)

①「約束J GO～つ

⑤『足場を見極めるJ G8ベーの

O「事故災害はゼロにできるJ03‐D



責ア電7ノ
=ル

お′を採用されたお客様の士丹 【化学製造業協力会】
「場面は住宅現場だが、相変わらずいい作品を

作るね。どうやつて協力会社の人たちに、ゼロ

災が大事と伝えるか。災害を起こせば、会社の

操業もストップするし、被災した本人、家族の

大きな悲しみが押し寄せる、こうした場面を

数多く見てきた僕には、もう二度と災害を起

こしたくない気持ちが強い。今回この教材の

試写を見て『これだ !』と感ずるものがあつた

ので、協力会の役員の了解を得て、採用した」

【電気設備工事業】
良かつた点は、作業者向けなので、細かい法令

よりも、安衛法26条をしっかり頭と心に焼き

付けてもらえること。『事業者と協力して安全

を守る義務がある』この一点を理解すれば、こ

の教材の購入した意味が大いにある。この教

材『違法人』の作業者版のような気がしてなら

ない。とにかく採用してよかつた。

【住宅建築業】
「作業者向けの教材は、ドラマ仕立て

がいい、説得力がある。俺らが何べん

も口でいうより、効果があるよ。うち

も小規模現場が多くなってきている

から、安全管理者がなかなか常駐で

きないので、住宅現場の安全管理は

役立つねJ

12
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一
一
作
業
者
教
育

ヒューマンエラーの

対処法
DVD 28分 (PV 549)価 格1本50,400円 (税込/送料込)

●lHH:労働局艶轍 習機関住建センター 翻作 :株式会社プラネックス

誰もが共感する自動車運転を例にとり、

労働災害とヒューマンエラーの

相関関係を分り易く解説しています。

自動車運極 か ら学ぶ

現  場  の 安  全

‥

甘

解つているようで解つていないヒューマンエラーとは

何か? すべての作業者の皆さんを対象に、作業者の

皆さんの目線に合わせて、誰もが理解できる自動車運

転の例を交えて、解説しています。

身近な例からヒューマンエラーを導き出しており、

ヒユーマンエラーとは何かを理解できます。そして防

止の為の工夫や対処法を伝授しています。KYT、 作業

手順の必要性が、ヒューマンエラーとの相関関係とと

もに理解できます。

実践 :―AKY
撲滅、不安全行動

DVD 18分 (Pい539)価格1本 50,400円 (税込/送料込)

企目:労翻局齢敵習機関僣建センター 制作 :株式会社プラネックス

形骸化しがちなKYに命を吹き込み

作業者 1人 1人のものとして

どのよう館 を実践させるか?

KY(危険予知)を行うことで、現場

の危険を予知する能力が鍛えら

ね、不安全行動をなくし、不安全状

態の排除に繋がります。当然、作業

も効率良く進められます !指差し

をしながら声に出すことにより、

危険のポイントや今日の行動目標

が頭にロロき込まれます。

実践 I―AKY
撲滅、不安全御 ハ ン ドブ ッ ク

1冊263円 (本体価格250円 送料別)

135× 84ジ ャバラ/P16

×10冊以上からのご注文となります。

爾 カードとKYのやり方、
危険予知事例が一体にH

事故0災害はゼロにできる 危険予知活動は、

一低層建築現場のKYの進め方一
このビデオからスタート!

DVD 17分 (PⅥ503)価格 1本29,925円 (税込/送料込 )

盤俸:KYTインストラクター中西吉造 企■:=丼ホーム株式会社

覇作:安全衛生映像研究所 株式会社プラネックス

低層の現場でもKY
に険漱 Dはできる!

小規模現場向けに開発された

翔 潮 欲 鮮 ビカ 獅

3人程度のチームで行うチームKYrの流れ。自間自答を

しながら一人で行うKYな ど、具体的にわかりやすく解

説しています。

KY(危険予知)活動は特別に難しいものではありません。

効率的で安全な作業をするためには欠かせない大切な現

場の活動です。KY活動は

訓練を積めば、5分でも、

1人でもできます。

13



災害の瞬間から学ぶ

一 墜浄 転落 の衝撃 を検証 一

アッ落ちる!

DVD 14分 (PV 517)価格1本 5Q400円 Q込/送料込)

企口,全国髯目住宅

"務

安全協議会 ■作:株式会社プラネックス

屋根作業中に足元がすべったら…

足場の作業床から足をすべらせたら…

梁の上でバランスを崩したら…

中国語版についてはホームページをご覧下さい

//WWW

■屋根から…

■足場から…

■梯子から…

■開口部から…

■脚立から…

■梁から…

凄まじい衝撃 !

墜落・転落災害に絶大な効果を発揮 !

このビデオ教材は、あえて墜落災害の瞬間を再現し、視聴者へ危険

の再認識を促すために制作いたしました。安全帯、ヘルメット、墜

落・転落防止用ネット、親胴がどう身を守つてくれるのか? ・百聞

は一見に如かず"こ 自分の日で確かめ、災害の瞬間から学びとって

ください。

歩きたい
墜落・転落―その意味するもの

DVD 23分 lPV 501)価格 1本 50400円 (税込/送料込)

HE:建設業

"働

災害防止協会 ω住宅生産団体連合会

企目1全国国離 宅労鰤 議会 ■作:株式会社プラネックス

もし願いが計うなら…

もう―息 この足が動いてほしい

墜落転落災害の被災者の生活、

そして災害の本当の意味を知っ

てください。

安全が自分自身と家族のための

ものであることを再認識 して

ください。

明日からの作業安全に対して、

これまでの心構えをもう一度

見直してください。

御 |1秀代さんは、低層住宅建築現場で左官作業中に足場から墜落

し、脊髄損傷から不幸にも下半身麻痺になりました。秀代さんは、

夫の三郎さんと夫婦揃つて左官屋でした。下半身麻痺の秀代さん

と、力強く支える三郎さん夫婦の被災後の姿をドキュメンタリー

で紹介し、安全の大切さを訴えます。

今 あらためて筵 安い、

`徹の家づくり"を考える !

DVD 35分 lPV 5161価格1本 50400円 輌込/送料込)

捐日:建設業労働災害防止協会 場相闘か全国低層住宅労務安全協議会
HIF:株式会社プラネックス

家族がいる…

お器 がいる…

そしく 仕事仲間がいる…

『家 マイホーム』は低層住宅建築に携わるすべての方々

のために制作されました。“夢のマイホーム"の建築に従

事される“夢を倉1る人 "々に、安全がいかに大切であるか

をドラマを通して訴えます。万―事故が起こった場合の

家族の心配、施主への迷惑、そして仕事仲間への影響がど

れほど深刻であるかを感じ取つてください。

竹内敏雄はベテランの大工。妻と小

学生の娘の 3人暮 らしである。施主

の山本はあ年来の夢がかなうと上機

嫌であれこれ注文をつけては敏雄た

ち現場の者を困惑させる。そんなあ

る日、山本が親戚達を連れて現場を

見に来ると言い出す。現場の整理に

追われる敏雄はふとしたはずみで、

階段の開回部から転落してしまう。

14



プラネックス2012年度カタログ

■
一
作
業
者
教
育

知らないとケガをする!

電動丸のこの使い方
―使用前準備と使用時のポイントー

DVD27分 (本編)(PNl‐ 550価格 1本 50,400円 (税込/送料込)

全目 :全国低層住宅労務安全協議会 ■作 :株式会社プラネックス

電動丸のこの

基本知目や正しい使用方法を理解し

危険回避に役立てよう :

丸のこ使用時のポイント

卓上丸のこ使用時のポイント

丸のこベンチスタンド使用時のポイント

()型枠工事における丸のこ等の取扱いのポイント

研削砥石の特性と携帯用グラインダの使い方

DVD 21分 KPV 5431価格 1本 50400円 (税込/送粘込)

企■ :全国低層住宅労務安全協議会 HIF:株式会社プラネックス

ー体どこが危ないのか !

どうすれば危険を回避できるのか?

この映像教材を見た作業者:よ

その作業方法を一変させるだろう‖

このビデオは研削砥石の特性を知り、携帯用グライングを使

用する際の危険回避に役立てて頂くことを目的に制作され

検証1グラインダに保護メガネ 防じんマスクは何故いるのか?

検証21‐mにも研削用と切断甲の2種類がある。その違いは?

検証3グラインダのノコ刃使用はどれだけ危険か!?

検証4ノコ刃側用は絶対禁止!!

ここが危ない!切断機と卓上グラインダ

DVD 12分 (PV 5141価格1本 31,500円 鋭 込/送料込)

企口:全国低層住宅労務安全協議会 mlF:株式会社プラネックス

丸ノコの安全カバーを固定したまま

もし、スイッチが入つたら…

もし、手袋が書き込まれたら…

中国語版についてはホームベージをご覧下さい

■ 丸ノコ 暴れる/太腿を直撃/手指を切断/古い刃が怖い

■ 釘打機 靴を打ち抜く/ベニヤを貫通

■ 電動工具災害における応急処置

災害につながる危険性があると知りつつも、丸ノコの安全カバーを

固定したまま作業をしたり、保護メガネをしないで釘打機を使つたり

していませんか? このビデオ教材では、電動工具が持つ潜在威力

を映像化し、正しい使用法 防止対策を解説していま茂 なぜ安全

カバーがあるのか、保護メガネが必要なのか?
・百間は一見に如かず・ こ自分の目で災害が発生する瞬間を見て、

学んでください。
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魔の一瞬I
怪我をするのはあなた !

《脚立・梯子篇》

DVD 25分 lPV∞81価格1本 504X円 脱 込/送料込)

鮨修:大阪労働局安全課 議

“

:建設業労働災書防止協会

■日:低層住宅安全衡生協議会大阪 田作:株式会社プラネックス

建設業の労災巾 %を占める

墜落・転落災害の中心:よ

脚立哺的喘 らヽの墜落・転落です。

>第二線で活躍する職方さんが、実際の現場を使つてわか

りやすく指導する脚立・梯子からの墜落・転落災害防止

のポイント

レ 実際に被災した作業者の方や、梯子墜君災害の遺族の方
からあなたヘメッセージ

一番身近で、一番油断しやすい道具―脚

立・梯子。使う人の観点に立って,事故を

起こさないためにはどうしたらいいの

かを皆さんと一縮に考えていきます。ま

た、実際に被災した職方さん、災害に

よつて一家の大黒柱を亡くされたご家

族のメッセージを収録しています。新人

の方からベテランの方まで、見る度ごと

に気が弓|き締まるビデオ教材です。

魔の一瞬Ⅱ
怪我をするのはあなた !

《電動・エアーエ具篇》

DVD 28分 ぐヽ L5101価格1本 504110円 観 込/送料込)

鮨修:大阪労働局安全課 機●:建設業労働災書防止協会

企日:働管住宅安全衝生協議会大阪嗣作:株式会社プラネックス

多くの電動匡具・エアーエ具災害は

使い方の基本をマスターすれば

防ぐことができます。

職方さんの身になって、スグ役立つ内容にしました。

具体例が豊富です !

■狭く暗い場所での丸ノコ作業
■安全カバーを固定した丸ノコ作業
■道具を使う際の安全な作業姿勢
■釘打機の連続作業の危険な落とし穴
■被災者インタビュー 等

災害発生率の高い丸ノコと釘打機

に焦点を絞り、①日常作業を例に

②そのどこが籠ないのか?③安全

に作業するには?の 3点について

現役の職人さんが、わかりやすく即

実行可能な安全作業の仕方を説明。

また、被災された方が自らの体験を

語り心の注意を促します。

脚立作業の落とし穴!

DVD 26分 (Pr541)価格1セット71,400円 (税込/送料込)

基鯉軋 謂 客
+まとめ3が

りの売不⊃

いろいろな脚立作業の中で、

どうすれば自分の身を守れるか?

脚立作業に潜む

危険の再確認を促す !

《わいわいガヤガヤシリーズ》

誰も教えてくれなかつた

脚立作業に絡む労働災害が後を絶たない。この主な原因は、誰もが簡単に

脚立を扱えてしまうところにあり、ほとんどが自己流であることに起因

している。そこで、改めて脚立上での作業を検証すると、作業の内容に

よっては作業者の力の入れ方によって.驚 くべき方向に力が働くことに

気づかされる !

● 壁に向かつた作業時の使用方法

● 頭上に向けた作業時の使用方法

● 脚立足場の使用方法

● 軟弱地盤上での使用方法

● 重量物を扱う時の使用方法

● 履物〔くつ〕が意外と大事である理由

脚立作輩の落とし穴!ハンドブック
1冊263円 (本体価格250円 送料別)135× 84ジャバラ/P16
X1011以上からのご注文となります。

あなたの脚立作業は安全ですか…?

現場に携帯し、その場で危険な脚立作業を改善 !真 曰危険箇所

をチェックすることにより、安全な作業が定苦します。
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プラネックス2012年度カタログ

一
一
作
業
者
教
育

災害の瞬問から学ぶ

重機が襲う!
― 飛 来 落 下・激 突・ιよき まれ 。そ の威 力 !―
小型移動式クレーンとユンボの咸力を検証

DVD 20分 lPV5281価格 1本 ∝岬∞円輌 込/送料込)

企目:全国罰口住宅労務安全協議会 劇作 :株式会社プラネックス

このビデオを見た者は

三度と吊り荷の下に入る事はないだろう!

三度と作業半経内には入らないだろう:

小型移動式クレーンと

小型 ドラグショベルの

威力を、ダミー人形を

使つてその災害の瞬間

を再現し検証します。

■移動式クレーン (ラ フテレンクレーン)

吊り荷が′ヽランスを崩し,作業者の上に落下 !

■移動式クレーン (積載型トラッククレーンユニック)

材料を吊り上げ、無理して伸ばしたアームがバランスを崩す !

■小型ドラグシヨベル (ユンポ)

・軌道半径内、作業者がアームの旋回ではじき飛ばされる  等

ヘルメット・安全帯の底力‖

DVD 23分 lPV 5301価格1本

“

甲∞ 円 (税込/送料込)

出 :全国低層住宅労絞 全協議会 企目 :0日本保安用品協会

制作 :株式会社プラネックス

このビデオを観た多くの作業者の方々

|よ明日から自発的にヘルメットや安全

帯を使用するようになるでしょう!

■ハψレメッ ト 災害再現から実感/専門医による脳へのダ

メージ解説/着用方法/交換時期

■安 全 帯 災害再現から実感/安全帯を使用しなけれ
ばならない箇所/装着方法/交換時期

ヘルメット 安全帯を作業者自ら判断して正しく着用 使用出来る

レベルまで啓発。作業者自身の自発的使用を強烈に促す災害再現、

良い例 悪い例の対比、使用頻度による交換時期の見極め等工夫さ

れております。

限られた条件 限られた経費の中で・̈

リフォ…ム・アフターケア
(メンテナンス)時の安全確保

油断大敵
DVD 25分 lPV5361価格1本 Ю鰤 円 輌 込/送料込 )

企■ :全国低層住宅労務安全協議会 剛卜:林試鋪 プラネックス

"作
旧専:鯰 関住建センター

限られた条件、限られた経費の中■

リフォーム現場の安全をいかに確保するか?

その答えがこのビデオにあります.

リフォームエ事は、予算や工期の制約で

十分な安全対策が取りにくいにもかかわ

らず、工事自体は年々増カロ傾向にあり、災

害の起こる確率は高まる一方です。受注

金額、工期等々の制約条件の中、いかにし

て安全確保を行うか? また非常に難し

いアフターケア時の安全をどう確保すべ

きかについても、この映像教材が導いて

います。

こんな作業に安全確保が必要

・ 屋根の診断等で、屋根に梯子をかけて昇り降りする時、どうする?
。屋根上での点検や修繕作業はどうする?

・ 2階の軒先での作業はどうする?

・ 内装工事に潜む危険。特に階段の吹き抜け、天丼部分での作業 1
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足場が語る足場のはなし

我が輩は1が
術である

DVD 17分 lPV 5021価格1本 50,400円 0拠 /送料込)

全目:全国低層l■t労務安全協議会 割作:株式会社プラネックス

現場で働く、いったい何人のひとが

足場のことを知っているのだろうか?

労働安全衛生規則(足場等関係)改正前に制作されました。

高所作業で'足場れま必要不可欠である。

また、大勢の人が共同で使う。しかし、作

業中の危険は十分に留意されてはいな

い。墜落災害による死亡のほとんどが

10m以下で発生していることを考えるな

らば、足場を正しく使用することは大変

重要な意味を持つ。

このビデオは足場を擬人化し、足場である“我が輩"が、

足場をおろそかに扱う作業者に

◎足場の構造と目的 ◎「慣れ」の落とし穴

◎危険はこんなところにひそんでしヽる

◎足場を使う際のルールとマナー

◎事前確認の重要性… など、足場の大切さを訴えます。

足場を見極める
―足場危険予知―

DA/D28分 (P子526)価格1本50,400円 (税込/送料込)

企目 :全国倒冒住宅労務安全協議会 ‖作 :株式会社プラネックス

足場を使用する全ての関係者が

危険を予知し、安全を配慮できれば

そこに生まれる危険の身は摘める !

労働安全衛生規則(足場等関係)改正前に制作されました。

多くの現場作業者は、そこに設置されている足場に関し

て、なんら疑間を持たずに作業を進行させています。安全

パ トロールでも足場のチェックがその中心にあるよう

に、問題意識を持つて、日常的に足場を見極める眼があれ

ば、足場に絡む労働災害の多くは防げると言つても過言

ではないでしょう。作業効率の良い安全な足場を構築で

きるよう、足場について見極める眼を育てます。

労働安全衛生規則 (足場等関係)改正・対応作品

DVD 19分 (PV 545)価格1本50,400円 (税込/送料込)

企目 :州駆調岬教醐囲住建センター ‖作 :株式会社プラネックス

法改正×で現場に求められる

具体的な内容が、

足場― と安全管理の両面から

短臓間で理解出来ます :

× (平虚 1年0月 1日 より施行 )

●法律、それは私たちを守るために存在する

・ 足場等に関する法律の改正

・ 足場等からの墜落防止対策等の充実

・ 事業者が行う「足場J「架設通路」「作業構台Jの墜

落防止措置等に関する改正

●足場及び作業構台の安全点検等の充実

18



プラネックス2012年度カタログ

一
一
足
場
教
育
　
一
一

Ｃ
Ｓ

・
マ
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■
■
■ ⊂S・ マナー

DVD 24分 (P■553)価格]本50,400円 (税込/送料込)

制作指導 :労働局鶴 教習機関住建センター

制作 :株式会社プラネックス

會 會 會 會 會

まず念頭に置いたのは、元請・施主から受注できる。指名される、確かな専門工事会社を目指すこと。

それを可能とするのが5Sです。

0作業者の目線で5Sを解説しています。だから理解促進が早く、

実施を促進します。

●散らかつた現場から、一つ一つ物が片付けられる過程をカメラが追い、

整然とした現場になつていく様を実感。仕事がし易い・:き劉生力塙 まる

様子が伝わつてきます。

●清掃・清潔が、自分たちのプライドの表れであることを実感します。

●習慣化 (躾 )・ …ある作業者さんの生き様、こだわりをインタ

ビューで紹介。

現場への気持ちの変化を促します。

D瞥日 J・7:ヨ E喘
`:担

前

整理・整頓。清掃。清潔・習慣化(躾 )

見られたくない現場から

見せたくなる現場へ 1

危ない現場から

お客様から見た現場・施工側から見た現場 お客様から見た現場 !

立場が替われば
見方も変わる I

お客様 ヨシ !自 分 ヨシ !会社 ヨシ !

DVD 29分 (Py540価格 1本 50,400円 (税込/送料込)

側‖贈 :労働出 関住建センター●lF:株式会社プラネックス

夢のマイホーム建築 !お客様の夢を

打ち砕いてはいけない !

すべてはお客様の実顔のために 1

施工側から見た現場 !

まさに立場が替われば、見方も変わります。現場で無意識にやっ

ていることがお客様にとつて不満であつたり、専門知識があれば

心配無いことでもお客様から見たら不安のもととなつたり…

納期遅れないように―生懸命作業したのに
怒られた !?

せつかく私用電話は控えたのに、お客様
の気分を害してしまった !

固
囮
『現場は展示場」

その“展示場"は、お客様にとつて夢ふくらむものですか?あの会

社に頼んで『ああ、良かつた !』 そう思えば、自然と親戚・友人・

近隣等に勤めたくなるものです。お客様が笑顔で見守ることが

できる現場。それを実現しようではありませんか !
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舞台の主役
あなた

一今、職方に求められるもの一

■挨拶・近隣対策 篇 ■

DVD 25分 eヽ
た5ン)価格1本 50400円 (税込/送料込)

構●:鰤 災書防止協会 企日:全国低層住宅労務安全協議会

鶴作 :株式会社フラネックス

挨拶{あいさつ)は、
お客様・近隣と円滑に

工事をすすめるための基本。

▼今後は嗅 て替え』『増築
『

リフォーム』が仕事の中心 !

▼紹介受注競争ますます激化 !

▼受注の場は営業店から現場へ !

▼だから、工事中のお鏃 近隣の方 へ々の配慮がモノを言う

このような状況のなかで、何を置

いても取り組まなければならな

い課題…それは「職方のマナー」

です。しかし様 な々職方が携わる

現場で、職 方のマナー」を一人一

人の職方に自覚させ、実行させる

のは大変困難で丸 そこで、まi
職方さんに押しつけがましくな

く、職方マナーの基本である「挨

拶の調 を実践していただくた

めに開発しました。

舞台の主役 2
一今、職方に求められるもの一

■現場の環境 篇 ■

DtD 30分 lPV 5091価格1本 5QЮO円 (税込/送料込)

評価は現場の第―印象で決まる !

だから…整理嘔割頁・清掃・費生

そして分別麟 潮 。

■お客様、近隣は現場をどう見ているか

■施主の本音

■現場の整理・整頓・清掃養生はどこまでやればよいのか?

■建設系廃棄物の現場での分別が急務

■清掃は近隣の家の前まで行う

お客様の建築会社に対する評価は、普段何気なく目にする近所の現

場の第一印象で決まります。そ

の建築会社が良い仕事をして

いるかどうかの評価は、現場の

見た日で決まってしまうので

す。つまり、“現場がキチッとし

ているかどうか?"がお客様の

信頼を得るための重要なポイ

ントになります。

「風通しの良い」現場にするには

舞台の主役3 報告・連絡・相談が重要 !

一 今、職方に求められるもの一

■顧客満足 篇■

Dの 30分 (PV 511)価格1本50,400円 (税込/送料込)

企口:全国低剛
=宅

労務安全協議会 "作 :株式会社ブラネ
'タ

ス

お客様、元請、施工現場との

連携て進む新築工事。

最も大事な要素は報告連絡・相談

=コミュニケーション。

自分の為、次工程の為、会社の為、そして最終日標はお客様

のため一―顧客満足です。

大切なのは、職方さんからもたらされた情報を、元請と協力会社が一

体となつてチームワークで問題解決していく姿勢を鮮明に出してい

くことです。つまり、問題の共有化です。このことが、コミュニケー

ションの最も大事なポイント

と考えました。そして、お客様

のちょつとした変化、要望や

近隣との トラブルなど、現場

で作業する職方さんから随時

連絡が入るようになれば、顧

客満足、さらには紹介受注ヘ

とつながります。
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俺は足場屋 !

～もっとプライドを持とう～

VHS 31分 (PV 519)価 格 1本50,400円 (税込/送料込 )

企目 :株式会社 三共  憫作 :株式会社プラネックス

私たちが=番大切にしたいもの…

それは仕事に対する誇りです。

●仮設足場の世界に足を踏み入れたばかりの青年・高木昇の成

長を描いたドラマを主軸にしています。

●近隣とのトラブル、事故、災害、作業場の問題…それを防ぐには?

o必ず守らなければならない足場の組立て時・解体時における

作業の進め方、注意すべきポイント等

安心して工事を任せられる

足場屋さんは、こうあるべき

であるという姿を描きまし

た。株式会社三共様の教育用

ビデオとして開発されまし

たが、購入希望が関係各方面

から寄せられたため、同社の

御理解をいただき一般頒布

となったビデオ教材です。

Ｃ
Ｓ

。
マ
ナ
ー

全国65,000台以上の車で御愛用!

新築工事用

GED駐車ボ…ド
価格 クリップ付き1枚 473円 (税込/送料別)～

※多数御注文 (500枚 ～)の場合は
割引価格となります.詳 しくはお問い合わせく
ださい。

※駐車ボー ド単品 〈クリップ無し)での御注文は
1枚 357円 (税込/送料別)と なります。

※御社のお名入れ版の制作も承ります ※駐車ボー ドは白地に黄色と黒の 2色 E日刷、クリップは黄色になります。

工事車両駐車中

た吟 _____様 邸でェ■をしてιlまt
工●中はご迷惑お 力ヽすいたしま■

ご不優な点がありましたら下 日までご連おくださιヽ

□ 車にこ̈ ―卜を

“

全国65,00台以上の車で御憂用:

材料搬入用

GED駐車ボード
価格 クリップ付き 1枚 470円 (税込/送料別)～

※多数御注文 (500枚～)の場合は
割弓価格となります.詳しくはお問い合わせく
ださい。

※駐車ボード単品 〈クリップ無し)での御注文は
1枚 357円 (税込/送料別)となります。

※御社のお名入れ版の制作も承ります

※駐車ボードは白地に黄色と黒の2色印刷、クリップは黄色になります。

また、材料搬入用駐車ボードの裏面は無地白色になります。

ただ今、材料搬入中
材料燿ス● により停車させていただいておりま,

短時椰の停車です人 ごバ更な点がありましたら種まで…くだぎヽ(遜菫ジ

、駐車ボード・小冊子・八ンドブック等へのお名入れ承ります ノ
●安全大会や研修会での配布物に、御社のお名前を入れてみませんか?

●「どれくらいの数から入れてもらえるかな?」 「ロゴも入れてほしいんだけど?」・・・等 、々

詳しくはご相談下さい。御社のご要望に沿つたプランをご提案させていただきま丸

お問い合わせは・・・ TeL 03‐ 5638‐3122 FAX.03‐ 5638・3130
プラネックスまでお気軽に!

籠 今_____様 口で‐ をしo臨
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舞台の主役
あなたが向かうのは施工現場ではなく

ザ・リフォーム お客様のお宅です。
一人の振 り見て わが振 り直せ―

マナー教育は、本人が問題点に気づかなけれIよ いくら対策だけを強調

しても、職人さんの心には響きませた また単刀直入Ic指導すると、個人

的感情を害することもある非常に難しいテーマといえます。言いにくい

ことや本人が気づかなかつたことを、この教材が代弁します。日頃の自

分の姿と比較して自覚を促すビデオ教材です。

DtD 25分 lP1527)価 格1本50,41Xl円 (税込/送料込)

職人さんのマナー向上が

リフォ…
…

の

カギを握る :

快適リフォームは作業者の礼儀作法から :

●多くのお客様!よ リフォームエ事に不安をお持ちです。

● その不安を安心に変えるのiよ ズバリ職人さんのマナーです。

●職人さんのマナーtPにより、お客様の満足度はグングン上がります。

●顧害蒲足度の向上は リピート受注や紹介受注に直結します。

舞台の主役 紹介受注をもっと伸ばしたい :

ザリフォーム燃 リピートエ事を100%取りたい !

DN/D26分 (PV 531)価 格1本 50,400円

それには、お客様の満足度が決め手。工事のできばえはもちろ

んの事、現場のマナーが、お客様の満足度を大きく左右するこ

ととなります。

リフォームエ事の中で、工事件数が多い「夕糧塑摯難撃角を舞台に、お客様のス

トレスになりやすい事例やその効果的な解決策を、ドラマを交えて分かりや

すく解説します。リピートにつながる仕事の進め方のコツをつかむことがで

きるので 外装業者さんに限らま 全ての業者さんや現場管理者の方にも役立

つあ

"ぽ"九

● お客様との事前打合せのポイントは?

● 足場の設置時にはどんな点に配慮すべきか?

● 1卸硼鶴知寺・塗装時に起こりやすいトラカレは?

● ストレス原因の上位にr13内882日租 あり!

● 職方さんの朝夕の撲拶はこのようにしよう!

● お客様の信頼感を増すための「演出Jは ?

ザ・リフォームと外装編で

内装・外装の
リフォームエ襲 を

極めよう !

(税込/送料込)
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プラネツクス2012年度カタログ

全国65,000台以上の車で鶴愛用!

リフォームエ事用

GttD駐車ボード
価格 クリップ付き1枚 473円 (税込/送料別)～

※多数御注文 (500枚～)の場合は

割弓1価格となります。詳しくはお問い合わせく

ださい。

※駐車ボー ド単品 (ク リップ無し)での御注文は

1枚357円 (税込/送料別)と なります。

※御社 お名入れ版 制作も承ります ※駐車ポードは白地に黄色と黒の2色 E口刷、クリップは黄色になります。

工事関係 車両
リフォームエ事中につき●●t'た しております。

ごき感をおかけして積に申し釈ありません。

通颯つ鮨げになる場合はすぐに移動いたしまtOで

お声をお掛け下さい.

う

リ
フ
オ
ー
ム

肪 さん剛j/CSマナ哺止丼スト 分かりやすい !

お客さまから安心して

工事をおまかせいただくための

イラス ト中心で、長い文章を読

まなくてもポイン トが見ただけ

で分かります。

欄適リフォームの 覚えやすい :

Iじ得
リフォームエ事に関する10個の

心得が覚えやすい標語になつて

います。

価格1冊263円 (税込/送料別)

※10冊以上からのご注文になります

■ 仕 様 B6版 フルカラー 16ページ

使いやすい :

コンパク トサイズで携帯性にす

ぐれ、お使いになる場所を選ぴ

ません。

リフォーム推進

い赫難
お手入れガイ ド

《VHS/DVD》 46分

(※価格は下表を参照してください)

◆DVD・ VHS共通販売儘格◆

1枚～0¥3,150 1tI¥3,0001

10枚～@¥2,940側牌 2β001

50枚～ @¥2,625111¥25001
100枚～ お見積もり致します(送料励

お施主様への贈り物としておすすめです !

住まいのお手入れのコツや、お客様が解決できる小さな トラ

ブルの対処法を、映像を使って分かりやすく紹介しています。

お施主様の大切な財産である住まいの資産価値を維持するお

手入れ情報の提供は、喜ばれる贈り物となるでしょう。

① 新規顧客の開拓 !

②メンテナンス出動の削減f

社名お入れいたします !

'1枚
からお受けしております。

卜表に社名、裏面に連絡先をお入れいたします。

レスミー色での印刷になります。
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改正ポイントと対応マスクの

選定・ 装着方法
DVD 30分 (PV 548)価 格1本47,250円 (税込/送料込)

鶴作指導 :労働局鐵 機関住建センター ロ作 :株式会社プラネックス

石綿特別教育の改正点である、

追加教育内容四制い4い の

追力0部卸 を実際の話義形式にて解説 :

石綿障害予防規則が

改正されました :

(平 成21年4月 1日 より施行)

■石綿障害予防規則の主FJ改正点6つの解説

■石綿障害予防規則の補講に !

■レベル 1。 2・ 3の作業における対応マスクの
再教育にもお使いください !

0

―事業者及び管理・監督者のために一

アスベストリスクを
回避する!

アスベスト対策と企業の社会的信用

DVD"分 (Pい535)価格1本50,400円 (税込/送料込)

指凛 :建設業労働災害防止協会 鮒鶴鱈 :労働局登雛摺欄 腱 センター

"作
:株式会社プラネックス

石綿障害予ulJが求めている

具体的内容な 映像で解説 :

同規則の内容が短時間に理解できます。

石綿障害予防規則の履行の上でt

企業に求められている具体的内

容や、除去作業の費用確保、近隣

への配慮等、避けては通れない諸

問題も示唆 !

事前調査の実施/作業者への特別教育の実施/作業計画を定める/
健康診断/石綿作業主任者の選任/近隣住民への周知

作業者への呼吸用保護具及び保護衣等の実施/立入禁止措置実施/
石綿等の切断等の作業/掲示/喫煙等の禁止

作業の記録 保存

石綿(アスベスD含有建築物
の解体0改修工事

レベル3実作業篇

DVD 13分 (P子5341価格1本 4ζ 250円 (税込/送料込)

‖鵬 :建設業労働災害防止協会樹鶴‖:労働局登録韓機関t建センター
制作 :株式会社プラネックス

石綿障害予防観則に準拠しな
石綿

`ア

スペスト)含有建材レベル3
噸 アスベストロ墨粥闘りの

解体・改修工事についての実作業を解説

石綿から自分自身、近隣を守るに

は、粉じんを飛散させない適切

な作業をする以外に道はありま

せん。

解体・改修工事前に
このビデオを!

特BJ教育・送り出し教育に最適 II

■石綿含有建築物における使用状況
・どんな建材に石綿がふくまれているのか?

■石綿 (レベJL31の除去作業
・石綿を飛散させない作業の工夫とは?・ どんなマスクが適しているのか?

・どんな作業服が適しているのか?  ・マスクの正しい装着の仕方は?
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一
一
ア
ス
ベ
ス
ト
　
扁
Ш
廃
棄
物
処
理

見えない侵入者への
危険予知

―アスベスト・粉じん対策―

DVD 24分 (PV 525)価 格1本50,400円 (税込/送料込)

機口:建設業労働災害防止協会 ■作 :株式会社フラネツクス

STOPザ 0アスベスト災害

STOPザ0粉じん災害

最も致死率が高いと言われる

アスベス ト粉じん災害に敢え

て挑戦し、災害防止の徹底を提

案する。

■インタビューでつづる石綿の恐怖

■アスベストの正体と恐るべき健康被害

■アスベス ト除去作業のあるべき姿とそのポイント

■粉じん作業から身を守る方法は?

2005年 7月 施行の「石綿障害予防規則」にあわせて、内容

の―部(防 じんマスクの解説部分等)を修正しております。

10廃棄物処理
リサイクル・適正処理へのアプローチ

新マニフエスト伝票と

その管理 ハンドブッ術 ■新マニフェスト伝票

■適正IJLEへの取り組み

■排出事業者として必須 !
DVD 28分 (PV 513)価 格1本50,400円 (税込/送料込)

※本ビデオ教材は「建設系廃棄物対策と事業者責任」の改訂版です

罰mlB:株式会社イオリナ F目 :株式会社プラネックス

‖作 :株式会社プラネツクス
改正石綿障害予防

規則 に対応 して

おります。
(平成18"月 1日 施行)

建設リサイクル法における

分別解体とその取組み
VHS 23分 (PV 524)価格 1本 50,400円 (税込/送料込)

Hlm:住宅産業環境行動推進委員会 全国倒詈住宅労務安全協議会

0日本木造住宅産業協会 日開鱚 :株式会社イォリォ
制作 :株式会社プラネツクス

建設リサイク〕は 廃棄物処理法を

遵守するために、

元請としてすべきことは・・・

解体工事を進めていく上で、“元請として新たに何をしな

ければならないか ?Ⅲ を短時間でわかりやすく解説してい

ます。また、最初の工事となる解体工事の印象がその後の

新築工事に影響を与えることにも十分注意を払う必要が

この作品13石綿障害予防規則施行前に制作されたものです。

アスベス ト対策については含まれておりません。

あります。まさに顧客満足の第一歩がここにあると言つて

も過言ではないでしょう。
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住宅解体栓20

標準価格 1本 36,750円 (本体35,000円 税込/送料込

全2巻セット価格 63,000円 (本体60,000円 税込/送料込

“

作‖導 :株式会社イオリチ1綺贅 =商自ふ未造Itt産業協会

‐甲ti警響 プフ|ツクス ー‐|    |.  ‐   ‐‐
お客様の理解を得て、受注につなげるため、解体工事に絡む情報
をいかに性格に伝えるか。お客様との具体的なやりとりを通し
て、あるべき事前調査、あるべき見積り、お客様説得について解説
します。

事前調査 編
く第1者)
23分 (PV 522)

積・説明編
傷 2巻〉

DVD 18分

(第 1巻)事前調査 編
◎正確な情報提供と高い見積精度

を実現する[事前調査』

◎その『事前調査』のやり方とは…

◎「解体工事」に伴うお客様への依頼

事項は…

〈第2巻》見積・説明 編
◎正確な情報提供がお客様を動かす |

◎お客様が納得する見積書とは…

※この作品は石締障害予防規則施行前に制作されたものです。アスベスト対策については含まれておりません。

混ぜればゴミ 分ければ資源
～リサイクルヘの第一歩～

■なぜ分別を徹底するのか?なぜ分別の精度を上げなけねば

ならないのか?

■廃棄物の品日、分別の仕方

■分別を5つのポイントにわかりやすく整理し、解説

■リサイクルエ場での処理の流れ

□□囲囲
■廃棄物を利用したエコロ

ジー商品

マニフェスト管理を徹底するためには

at・の分別がい 欠 !

※この作品!ま石綿障害予防規則施行前に制作されたものです。アスベス ト対策については含まれておりません。

道路工事災害

道路上の工事における
労働災害事例とその防止対策

+災害発生時の対応と救助

国道を車線規制し、グミー人形を使って

災害を忠慶に再現 :

(※すべて実際の工事で使っている機材を使用しています)

①墜落災害
②巻き込まれ災害
③挟まれ災害
①飛来落下災害
⑤玉掛け災害
⑥もらい事故

道路上の工事における代表的災害事例とその対策6例

を 1本のビデオ教材に収録 1

『災害13こ うして起こる』→『だからこうしよう』という

櫛成になつているので、作業者の皆さんの心に災害防止

の意味が響き、ルールをまもる土壌作りに役立ちます。

※『災害発生時の対応と救助』(6分)も同時収録しています。
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