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2012.3禁煙グッズの紹介
ホームページに写真紹介 http://www3.ocn.ne.jp/ muen/~

★ …「子どもに無煙環境を」推進協議会ご注文は
〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
Tel･Fax 06-6765-5020 メール: muen@silver.ocn.ne.jp

★ご注文は葉書かFax，メールで。注文いただければ,グッズ,請求書,
振替用紙をお送りします。現金・切手・小為替も可。

★ 。 禁煙入選シールできれば千円以上でご注文を 多くのご注文の場合は 送料無料サービスや割引きあり，

送料は実費請求させていただきますが同封物により変動する場合があります↓↓品切れの場合はご容赦下さい。返品可です。
費用(送付実費)

（頒布協力費+手数料）【タイピン，バッジ，スタンプ，キーホルダー】

(1) （世界共通の禁煙マーク入り） 1600円 (140円)タイピン
直径18ﾐﾘ,七宝焼,金メッキ,ケース入り,挟んで止める,プレゼントなどに大好評

(2) （同上,ピンで差し込んで止める,襟等にも止められる) 1600円 (140円)タイタック
(3) ＝ （同上） 1600円 (140円)ネックレス ペンダント
(4) （直径45㎜，プラスチック製，ライトグリーン） 200円 ( 80円)禁煙バッジ

“みんなの空気をヨゴさないでね”の文と子猫のデザイン
(5) （直径45㎜，プラスチック製，世界共通の禁煙マーク入り） 200円 ( 80円)禁煙マークバッジ
(8) （直径45㎜,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,ﾊｰﾄ禁煙ﾏｰｸの下で男女の子どもが笑顔）200円 ( 80円)禁煙ありがとうバッジ
(6) （上記4のバッジと同じデザイン） 2000円 (160円)禁煙スタンプ
(6-2) （上記5の禁煙マークバッジと同じデザイン） 2000円 (160円)禁煙マークスタンプ
(7) （アクリル製,両面禁煙マーク入り,直径４cmまたは3.1cm） 350円（ 90円)キーホルダー 新規制作

【シール】

(11) （〃,10.5×22cm,家,車,机等のデザインが一枚に） 150円 ( 80円)禁煙シール
家の玄関，車，オフィス，パソコン，文具などにさりげなく貼ってください。
テトロンフィルムに耐光性インクで印刷し,はがせ易い材質の高級品。

(12) （〃,10.5cm四方の大きい禁煙マークが２枚入）〃 100円 ( 80円)禁煙マークシール
(14) (迷惑タバコは３Ｋ,やめてください,直径8.5cm,地色は黄) 20円 ( 80円)迷惑タバコシール・大
(15) (迷惑タバコは３Ｋ,やめてください,直径4.2cm,地色は黄) 10円 ( 80円)迷惑タバコシール・小

上の14,15は100枚以上の場合は半額

【文具（マグネット，定規，クリアファイル，ボールペン，鉛筆，マウスパッド）】

(21) （〃,地色は白,強力ﾀｲﾌﾟ,直径3㎝５個入り） 500円 (160円)禁煙マグネット
(22) (〃,地色は黄,挟むﾀｲﾌﾟ,直径3㎝３個入り) 500円 (160円)クリップマグネット
(24) （A4ｻｲｽﾞ,標語「愛あるところに煙はたたず｣等,3×5cm入) １枚30円(送料別)クリアファイル
(27) （ノック式,２種類の入選標語入り,インク黒or赤,本体は5 8色) 40円 ( 90円)ボールペン ～
(30) （２種類の入選標語入り,黒,Ｂ)やめようよ ﾀﾊﾞｺは命の 消しｺﾞﾑよ，禁ﾓｸは金 38円 ( 90円)鉛筆
(28) （パソコン+掲示用,グリーンに禁煙マーク,直径20cm） 900円（160円)マウスパッド
(29) （同上,右上に直径8cmの禁煙マーク入,22.5×19cm） 650円（160円)マウスパッド

地色はベージュ,またはピンク,下に標語｢禁煙で助かる命数しれず｣入,標語なしもあり

【ポスター，絵葉書，しおり，マグカップ他】

(85) （B2～A3，職場禁煙を含め数種類あり） 実費各 100円(送料別)禁煙の啓発ポスター
本会の啓発用ポスター(コンクール募集案内入り)のみ無料(2010年より制作中止）折なしは送料必要

(42) （コンクールの入選ポスターで制作，26枚セット） 500円 (160円)絵葉書
(42-2) （2000＆01コンクールの入選ポスターと標語で制作，24枚セット，新作） 400円 (160円)絵葉書
(43) （入選ポスター作品と標語入り，２種類） １枚５円(送料別)しおり
(46) （禁煙マーク＋標語入り,鉛筆立てとしても使用可） 900円（390円)マグカップ
(48)入選マーク入り （半袖,生地は天竺,ｵｰﾄﾐｰﾙ色,S LL) 1500円 (270円)Ｔシャツ ～

デジタル紙芝居･絵本をネット公開しています【紙芝居，ビデオ，人形劇ビデオ】 紹介チラシあり

(51) (小原美知子 文･絵 10枚，増刷版) 1600円(送料別)紙芝居「たばこ すうたら あかん 」！
ケース入り,B4(26.5cm×38cm),弟を肺がんで失った実話にもとづく感動の 優秀作品

(52) (小原美知子 文･絵 13枚，45cm×38cm) 2000円(送料別)紙芝居「けむりなんて だいきらい」
品切れ妊娠・子どもの喘息，タバコを止めた親，子どもからの禁煙感謝状と禁煙貯金…

(53) (ＶＨＳ,30分） 4500円 (270円)紙芝居ビデオ「たばこ すうたら あかん 」！
上記の紙芝居２編＋タバコ博士の解説等，文部省選定・厚生省推薦ビデオ

(54) (２作品収録,VHS,25分) 1800円 (270円)紙芝居ビデオ「たばこはダメだじょ，危険だよ 」！
中学生の作った「たばこはキケン，たばこで大変」(生まれる赤ちゃんの禁煙の願い),
「たばこはだめだじょ,毒のかんづめ」(たばこで倒れたおじさんの物語)

(64) (原作:同下,人形劇団ｸﾗﾙﾃ 松本則子脚色,29分) 1600円(送料別)人形劇ビデオ「あるタバコの探検」
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下記の紙芝居の人形劇を制作しビデオ収録。前半は観賞用，後半は人形劇の舞台裏，演じ方，組
み立ての解説を入れています。(人形劇はビデオ+台本付きで貸し出しします，送料等は自己負担）

(66) (脚本同上,29分) 1600円(送料別)人形劇ビデオ｢王さまがたばこをやめた日｣｢ぼくのきらいなもの｣
絵本の74と78の作品を人形劇にしてビデオ収録(人形劇は台本付きで貸し出し，送料等は自己負担）

(55) (松下美香他,小６年生 文･絵 15枚，増刷版，B4) 1800円(送料別)紙芝居「あるタバコの探検」
タバコが自分の害に疑問を持ち，探検の旅に出かけ，様々な体験を通して自問し…

(56) (橘内兼広 文･絵 15枚，45cm×38cm) 2200円(送料別)紙芝居「体中，タバコいやって言ってるよ」
心臓や血管，肺などが，体の不調を訴える。その犯人を捜し歩き，脳みそくんが
タバコを吸っているとわかり…

(57) (中島美ね子 文･絵 12枚，B4) 1250円(送料別)紙芝居「エッヘン なんだか ノドがヘン…」！
空気がきれいな動物村。ところがある日，おかしなセキの患者でクマ医院はいっぱいに。
何だかヘンだ。世話焼きウサギさん達は村をしらべに走ります。するとモグラさんが…

(58) (千葉倫子 文･絵 14枚，B4) 1250円(送料別)紙芝居「タバコなんて けっとばっせ 」！
高校生のトオルくんはサッカー大好き少年。いつも仲よしのサッカーボールと一緒です。
でも 近，何だか元気がありません。心配顔のボールくんの前にケムリ怪物が現れ…

(59) (文:安藤恵美子,絵:池元幸子 13枚，B4) 1250円(送料別)紙芝居「子どもを煙から守り隊」
ぼくは元気村の救急車。この頃村の人たちのようすが変だ。どうもタバコの煙のせい？…

(60) (柴田,広瀬,内藤,大島,斎藤合作 20枚，B4) 1250円(送料別)紙芝居「動物村のもくもく大事件」
平和な動物村にある家族が越してきてから，病人が多くなった村。原因は？村に健康はもどるか？

(61) （小原美知子 絵･文 12枚，B4） 1200円(送料別)紙芝居「タバコのない星のピコからのメッセージ」
不思議な力でひろきくんの家族に，タバコの害を説明したピコは，すてきな香りの花のタネを…

(62) （王尾裕子 絵･文 14枚，B4） 1200円(送料別)紙芝居「モク星への旅」
タバコの煙で汚されたモク星に，花や緑やきれいな空気，青い空はもどってくるのだろうか…

(63) （坂井勝多他 絵･文 絵ﾘﾗｲﾄ 小原美知子，13枚，B4） 1200円(送料別)紙芝居「たばこはやめて 」！
勝一くん一家は仲がいいのに，なぜかときどき仲が悪くなります。どうやらパパが吸うタバコが…

(65) （柿本香苗,千春 絵･文 15枚，B4） 1200円(送料別)紙芝居「けむりの部屋」
いくら吸っても減らないタバコを分けてくれるという部屋にやってきた男，しかしその部屋は…

動画風デジタル紙芝居･絵本をネットに公開しています【絵本，童話，マンガ】 紹介チラシあり

(72) （紙芝居コンクールの入選14作品の絵を全部入れて童話風童話絵本「きんえん山」
に編集，A5判，152ページ，ハードカバー） 800円(送料別)

(73) (小林裕子 文･絵 28頁，B5判) 700円(送料別)絵本「もくもくおじさん」
大金持ちの もくもくおじさん は，たばこの害に困り果てている執事の訴えを，新しい
ものを買えばいい，と言って真剣に受けとめません。去っていった執事の心に気づいて…

(74) (小林阿津子 文･絵 28頁，22×21cm) 700円(送料別)絵本「王さまがたばこをやめた日」
子ども達を喜ばせようと王さまはクリスマスに国中の子ども達を招きます。が，誰一人
としてやってきません。ぷかぷかとたばこをふかしながら悲しむ王さまに，召使いが…

(75) (八巻利恵子 文･絵 30頁，22×21cm) 700円(送料別)絵本「たばこがきらいになった猫」
どこででもたばこぷかぷか。周りの迷惑なんて全く考えない猫。でもある日たばこが嫌いになった…

(76) (森,柳田,島尾,安宅合作 38頁) 700円(送料別)絵本「動物救急隊－タバコからマー君を救え 」！
お父さんのタバコのせいで、私たちの飼い主マー君の体の具合がどうも悪くなっているみたい…

(77) (竹中らんこ 160頁，B6判，後半は解説，新版) 700円(送料別)マンガ「ボクらは スモー禁探偵団」
ドッジボールのコーチ・モクさんが謎の失踪。モクさんは大学生でスモーカー。子ども達はモク
さんのタバコを止めさせるために「スモー禁探偵団」を作ったところだった… 2003.11解説改訂

(78) 近藤早苗 絵･文 36頁，22×21cm） 650円(送料別)絵本「ぼくのきらいなもの」（
どこへ行っても，大人はタバコを吸う。タバコが体に良くないってこと，知らないのかなぁ…

(79) (小林知佳子 絵･文 36頁,20×21cm) 650円(送料別)絵本「ﾀﾊﾞｺ カバくんのｻﾝﾄﾞｲｯﾁやさん」をやめた
カバくんはご自慢のサンドイッチを売りに行っても売れません。カバくんがタバコを吸いはじめ…

(80) (福林春乃 絵･文 35頁,21.6×21.6cm) 650円(送料別)絵本「王さまのけむりと少年」
王さまの煙でお城も森も大変…少年に姿を変えた妖精は，王さまのタバコをやめさせるために…

【本，スクラップ，会誌，資料など】

(81) 525円（210円)本「スモークバスター」
（やさしく分りやすく好評，A5版，75ﾍﾟｰｼﾞ,大島 明監修,ぱすてる書房）

(82) （国内外の動向,数十ﾍﾟｰｼﾞ,年１～２回） コピー代実費(1500円)「タバコvs健康」スクラップ集
(86) (２-４頁,年数回発刊,ｽｸﾗｯﾌﾟ資料等同封) 年会費３千円(送料込み)会誌｢無煙環境通信｣
(87) （A5版,117ﾍﾟｰｼﾞ,耕文社刊） 1000円（240円)大阪・職場の分煙訴訟記録

職場のタバコでアトピー性皮膚炎に罹った職員の訴訟と和解解決,支援の記録
(89) (A4大,ｺﾋﾟｰ代実費) ホームページに掲示用を掲載しています（送料別）禁煙･無煙標語掲示用ちらし

無煙環境コンクールの入選ポスターを無料貸出ししています(着払い)。在庫は約900点。希望期
日･点数,送付先を明記して会まで。


