
公益社団法人 国土緑化推進機構



ユニフォームユニフォーム

３０，０００円

サイズ フリーサイズ
材　質 ポリエステル製
数　量 １０着
名入れ 別途見積

屋外イベント、体験林業イベントなどに

１５，５００円

サイズ フリーサイズ
材　質 ナイロン製
数　量 ２０個
名入れ 別途見積

屋外イベント、体験林業イベントなどに

イベントジャンパー（10着） イベントキャップ（20個）

募金活動は一体感と清潔感が大切です。
ウェアを統一して連帯感をつくりましょう。

２９，５００円
サイズ 15mm丸
数　量 500個
材　質 マタビー（生分解性）
子供たちに人気、募金のお礼に。

エコバッジ（500個） シンボルバッジ（100個～）

（都度お見積）
サイズ 15mm丸
数　量 100個からお見積り致します
材　質 アルミ製
ご関係者や緑の募金協力員の方々に。



フラッグ、バナーフラッグ、バナー

街頭募金やイベント募金など屋外での活動の注目度アップに
サイン・ディスプレイとしてご活用ください。

３２，０００円

サイズ W 10× H 30cm
材　質 テトロンボンジ
数　量 5０本
※立て台付き。１本ずつセット組済。
※タイプを選択して下さい。

募金箱と並べて設置

卓上ミニのぼり（50本入）

Aタイプ Bタイプ

２０,０００円

数　量 ２０枚
名入れタイプは28,000円
※ポール別売（20本11,500-）

街頭募金イベントや
募金箱常設店舗での掲出に

の　ぼ　り　旗（20枚）

＠２４,０００－

サイズ A　：　540cm × 60cm
B　：　360cm × 90cm

街頭募金会場や
森林整備体験会場の演出に

横　　断　　幕

A

B



PRグッズ（ギブアウェイ）PRグッズ（ギブアウェイ）

１５，０００円

数　量 1000個
名入れ 一律8,000-

配布物の定番品
安価・重宝

６０，０００円

数　量 2000個
名入れ 一律8,000-
※なでしこ、マリーゴールド
　 アスター、ポピーなど４種アソート

配布物の定番品

ポケットティッシュ（1000個） 花のタネ（2000個）

２９，５００円

数　量 ２００本
※緑・黄・青・ピンク・４種アソート

子供に人気
緑の少年団などの野外体験活動に。

紐付きボールペン
（200本）

２６，５００円

サイズ 25 × 40cm
(A4サイズが入ります）

数　量 1000枚
材　質 ポリエチレン

募金イベントなどで資料やグッズを
まとめて渡せます。持ち歩いて広告に。

１１，５００円

サイズ A4
数　量 200枚
名入れ 1000枚以上
　　　　　　　一律4,000-

企業・団体募金の資料配布用に
セミナー・シンポジウム資料配布に

ビニルバッグ（1000枚） クリアホルダ（200枚）
募金マークシール
（40片付/500ｼｰﾄ）

１３，５００円

サイズ 17mm丸
（40片/シート）

数　量 500シート

募金活動協力者用
名刺などに貼付して使用



　このまま送信ください。　

公益社団法人 国土緑化推進機構　宛 （担当：総務部）  【ＦＡＸ：03-3264-3974】

 E-mail送信の場合： info@green.or.jp

　　　　年　　　月　　　日

募金活動用資材　注文書（2018/02/01～）

太枠内を御記入のうえ FAX または e-mail にて御注文をお願い致します。

貴会名

御担当者名

御住所 〒 

●ご希望納品日　： ＴＥＬ

　　　　　月　　　日まで Ｅ-mail

No 品名 単価（税抜） 数量 金額 名入の有無 名入れ代（税抜）

1 イベントジャンパー（10枚） ¥30,000 ¥0 別途見積

2 イベントキャップ（20個） ¥15,500 ¥0 別途見積

3 エコバッジ（500個） ¥29,500 ¥0 - -

4 シンボルバッジ（100個～） 都度御見積 - -

5 のぼり旗（20枚） ¥20,000 ¥0 - -

6 のぼり旗名入れタイプ（20枚） ¥28,000 ¥0 - -

7 のぼりポール（20本） ¥11,500 ¥0 - -

8 卓上ミニのぼり（５０本）　Aタイプ ¥32,000 ¥0 - -

9 卓上ミニのぼり（５０本）　Bタイプ ¥32,000 ¥0 - -

10 横断幕 A　（名入代込） ¥24,000 ¥0 - -

11 横断幕 B　（名入代込） ¥24,000 ¥0 - -

12 ポケットティッシュ（1000個） ¥15,000 ¥0 8,000

13 花のタネ（4種・2000個） ¥60,000 ¥0 8,000

14 紐付きボールペン（200本） ¥29,500 ¥0 - -

15 ビニルバッグ（1000枚） ¥26,500 ¥0 - -

16 クリアホルダー（200枚） ¥11,500 ¥0 1000枚～ 4,000

17 募金マークシール（40個付/500ｼｰﾄ） ¥13,500 ¥0 - -

¥0

¥0 - -

¥0 - -

事務局
記入欄

名入合計

小計 0

名入れ料 0

消費税 0

合計 0

・価格は送料を含みます。
・ご希望納期はご注文日より最低２週間以上の期日をご指定下さい。お急ぎの場合は別途ご相談下さい。
・納品場所が貴会と異なる場合は別途ご指定下さい。

《 注文先 》
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-4　砂防会館別館5階
　公益社団法人 国土緑化推進機構

電話：03-3262-8451/ FAX：03-3264-3974/ E-mail：info@green.or.jp

http://www.green.or.jp/fukyu/publish/bokingoods/

在庫・納期・仕様等《直通》
(株)MANTENﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 吉田
　tel：03-6869-2446
　fax：03-6683-2998


	2018_catalog.pdf
	1.pdf

