






路上工事看板に対して、道路利用者から「何の工事かわから
ない」「何のための工事かわからない」「いつになったら工
事が終わるのか?」などの不満や苦情が依然として多い現状
があります。

国土交通省が実施した「道路利用者満足度調査結果」におい
て、道路利用者の路上工事に対する満足度は、15項目中、
13番目と低い評価となっています。

これらの状況から、工事現場における工事情報はうまく伝わって
おらず、道路利用者及び工事現場周辺地域住民に対して、工
事情報をもっとわかりやすく表示して提供することが必要であると
いえます。

必要とされる工事情報を、ひと目でわかり
やすく提供するマンガ工事看板！

マンガ工事中看板は、従来の工事看板では
できなかった表現方法で、道路利用者や工
事現場周辺住民の皆様に、親しみやすくわ
かりやすい工事情報の提供を実現します。

工事主体（誰が？）
工事目的（何のために？）
工事期間（いつまで？）

何の工事か？
何のための工事か？
いつ終わるのか？

現状
専門的な用語による工事名称などのわかりにくい表現
や内容で、何のための工事なのかが伝わっていない

もっとわかり
やすく伝える
工夫が必要な
のですが…

工事の目的などの道路利用者などに必要な情報をわか
りやすく表示して、正しく理解してもらえるように、
工事看板をマンガ・イラストで表現する

解決策

目に付きやすくひと目でわかる
マンガ工事中看板を導入！

親しみやすいマンガ・イラスト
でわかりやすく情報を提供して、
工事に対する理解と協力を促
進！

伝わる工事現場、工事現場の見える化
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看板材質 看板サイズ（㎜） マンガサイズ（㎜） 価格（税別）

無反射

H1400×W1100
H640×W1100

¥18,000

反射 ¥23,000

高輝度プリズム ¥28,000

マンガマグネットシート ― ¥20,000

１．周辺住民などの第三者に工事を理解してもらえる!
 何のために何の工事をしているのかが具体的に伝わります!
 マンガで工事概要や完成イメージなどをわかりやすく伝えることができます!
 親しみやすいキャラクターによって工事内容やメリットなどを強力にアピールできます!

２．創意工夫・地域貢献で工事成績アップ実績!
「目立つ」「見てもらえる」「わかりやすい」「親しみやすい」マンガによって工事の目的や施工内
容などをわかりやすく伝える取り組みは、工事成績表定における創意工夫や社会性の項目で
加点された実績が多くあります。
弊社の「マンガ安全建設看板」は、国土交通省NETIS登録技術となっています。

３．工事現場・会社・建設業全体のイメージアップにつながる!
わかりやすいイラストや親しみやすいキャラクターの活用によって、工事現場全体をイメージアップ
できます。周辺住民や通行者などの見る人を思わず笑顔にさせるマンガ工事中看板は、工事
現場の雰囲気を明るくします。

工事では必ず必要な工事看板からイメージアップしませんか?

200種類以上の
多彩なマンガ・イラスト・キャラクター看板

工事情報をしっかりとわかりやすく伝えることができていますか?

マンガ工事中看板の３つの効果（メリット）
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どちらの工事中看板が工事内容を理解してもらえるでしょうか?

普通の工事中看板を
マンガ工事中看板
にすると…

コンセプトは 「伝わる工事現場‼」

NETIS登録技術
のマンガは

株式会社マサトーだけ‼

こ
ん
な
に
変
わ
る
！
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
！

従来の
工事中看板
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ 工事イラストマンガ

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

施工前・施工後をわかりやすく
伝えます。

イラストを4枚組み合わせて工事内
容を工程ごとにわかりやすく伝えます。

工事イラストで、見てもらえる、わかりやすく伝える

1. マンガ・イラストで興味を持ってもらえます。
2. マンガ・イラストで、工事の内容やメリットなどをわかりやすく
伝えられます。

3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともにイ
メージアップを図ります。

146種類の工種（種類）のイラストマンガをご用意しています。
オリジナルで作成する事も可能です

工事内容やメリットなどをわかりや
すく伝えます。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【G-1】 【G-2】 【G-3】

6
建設業の仕事の紹介や環境への配慮などを伝えて、工事や建設業のイメージアップを図ります。



A 道路

マンガ工事中看板一覧（工種別）

A-1 A-2 A-3

A-4 A-5 A-6

A-7 A-8 A-9

新しい舗装にするために古い舗装
を壊しているんだよ

地中に杭を打って地盤を強くしてい
るんだよ

舗装を新しくしているよ

きれいな道路になったね 地中に杭を打って地盤を強くしてい
るんだよ

道路の排水をするために側溝をつ
くっているよ

なにをしているの?
新しく道路をつくっているんだよ

A-10 A-11 A-12

なにをしているの?
道路の幅を広くしているんだよ

なにをしているの?
歩道をつくっているんだよ

道路の地盤を強くしているんだよ!!
歩道も広くなって安心して通れるね!!

新しい舗装をしているよ きれいな道路ができたね
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A-13 A-14

マンガ工事中看板一覧（工種別）

なにをしているの?
傷んだ道路をなおしているんだよ

B 橋梁

B-1 B-2 B-3

B-4 B-5 B-6

B-7 B-8 B-9

なにをしているの?
傷んだ舗装をなおしているんだよ

なにをしているの?
新しい橋をつくっているんだよ

なにをしているの?
新しい橋をつくっているんだよ

なにをしているの?
新しい橋をつくっているんだよ

地中に杭を打って地盤を強くしてい
るんだよ

深く掘るために土留矢板を打ち込
んでいるんだよ

端の土台をつくるために床堀をして
いるよ

橋の土台にコンクリートを流し込んで
いるよ

強い橋にするためにコンクリートの
中に鉄筋を入れるんだよ

コンクリートを流し込むための型枠
を組み立てているよ
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マンガ工事中看板一覧（工種別）

B-10 B-11 B-12

B-13 B-14 B-15

鋼矢板を引き抜いているんだ
もうすぐ完成だよ

橋の土台となる橋脚が完成したよ なにをしているの?
新しい橋をつくっているんだよ

なにをしているの?
橋を⾧持ちさせる工事をしているん
だよ

なにをしているの?
歩道をつくっているんだよ

なにをしているの?
線路の上を通る道路をつくっている
んだよ

Ｃ 河川

Ｃ-1 Ｃ-2 Ｃ-3

Ｃ-4 Ｃ-5 Ｃ-6

川の中州をきれいにして流れを整
えるんだね

川の中州をきれいにして流れを整
えるんだね

この場所は昔は石炭を掘っていたのよ!工
事で余った土砂で整地されているのよ!

洪水を防ぐ工事をするために土砂
で川を締切っているんだよ

地下水が枯れないように止水矢板
を打っているよ

ブロックを積み上げて法面を強くし
ているよ
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マンガ工事中看板一覧（工種別）

Ｃ-7 Ｃ-8 Ｃ-9

Ｃ-10 Ｃ-11 Ｃ-12

Ｃ-13 Ｃ-14 Ｃ-15

キレイになったね!! 川が崩れにくくなったから安心だね

Ｃ-16 Ｃ-17 Ｃ-18

川が崩れにくくなったから安心だね

なにをしているの?
川が崩れないように強くしているん
だよ

なにをしているの?
川沿いが崩れないように整備して
いるよ

川沿いの道路が崩れにくくなった
から安心だね

なにをしているの?
杭を打って川を強くしているんだよ

なにをしているの?
川をきれいにする工事をしているん
だよ

なにをしているの?
川幅を広げて洪水を防ぐ工事をし
ているんだよ

ブロックを設置するために川を仮締
切しているよ

川岸が削れないようにブロックを設
置しているよ

ブロックの配置が終わったので仮締
切を撤去しているよ
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マンガ工事中看板一覧（工種別）

Ｃ-19 Ｃ-20 Ｃ-21

Ｃ-23Ｃ-22 Ｃ-24

Ｃ-25 Ｃ-26 Ｃ-27

Ｃ-28 Ｃ-29 Ｃ-30

なにをしているの?
洪水を防ぐために堤防を強くしてい
るんだよ

なにをしているの?
大雨や洪水などの被害が出ないよ
うに工事をしているんだよ

なにをしているの?
洪水にならないように堤防をつくって
いるんだよ

これで大雨の日でも安心だね!

なにをしているの?
川幅を広げて洪水を防ぐ工事をし
ているんだよ

なにをしているの?
堤防を高く強くしているんだよ

なにをしているの?
洪水を防ぐために川を整備している
んだよ

なにしてるの?
川をきれいにする工事をしているん
だよ

なにをしているの?
海岸保全の一環として緑地帯の
整備をしているんだよ

津波や台風から生活を守るための
工事をしているんだよ

きれいになって緑地帯もできたよ
広くなったからお散歩もできるね

緑がいっぱいできれいになったね!
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Ｄ 下水

マンガ工事中看板一覧（工種別）

Ｄ-1 Ｄ-2 Ｄ-3

Ｄ-4 Ｄ-5 Ｄ-6

Ｄ-7

下水管工事のための穴を掘る準備
をしているよ

下水管を設置するために掘り下げ
ているよ

土砂を掘り出して下水管を設置し
ていくんだよ

下水道が整備されると川がきれい
になるよ

なにをしているの?
下水道を整備して川をきれいにす
る工事をしているんだよ

安全に工事を進めるためにライナー
プレートを取り付けているんだ

下水管を設置するために掘り下げ
ているんだ
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Ｅ トンネル

マンガ工事中看板一覧（工種別）

Ｆ その他

E-1 E-２ E-3

F-1 F-2 F-3

F-4 F-5 F-6

トンネルができて便利になったね トンネルができて便利になったね トンネルが増えて渋滞がなくなると
快適だね

トンネルが増えて渋滞がなくなると
快適だね

トンネルが増えて渋滞がなくなると
快適だね

トンネルができて便利になったね

なにをしているの?
みんなの生活に必要なガス管の工
事をしています

E-4 E-5 E-6

CO₂削減ってなぁに?
地球にやさしくして環境を守ること
だよ

なにをしているの?
建物を建てるために整地をしている
んだよ

わぁ!自転車がいっぱい置けるね!
これで通学路が広く使えるね

なにをしているの?
建物を地震に強くしているんだよ!

太陽光を電気に変えて自然エネル
ギーの活用ができるね!
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Ｑ：どちらの工事看板がわかりやすいですか？

文字だけでなくキャラクターを入れることによって、イメージやメッセージが
視覚的に伝わりやすくなります。
文字よりも視覚効果により理解度を高めることができます。
イメージを直感的に伝えられ、人目を引くため注目が高まります。

人間は”顔”に目がいきやすい習性があるため、キャ
ラクターは「絵」とは認識されず、無意識に「人格の
あるもの」と認識され、注目を集めやすく、覚えても
らいやすくなります。

文字だけの堅いイメージの看板よりも、人格を
感じられるキャラクター看板のほうが、共感を
得られてイメージアップにつながります。

工事看板でキャラクターを活用するメリット
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目を引くキャラクターがセリフでわかりやすく伝える

1. 現場技術者のキャラクターが目を引き、見てもらえます。
2. 工事の内容やメリットなどをわかりやすく伝えられます。
3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともに
イメージアップを図ります。

オリジナルで作成する事も可能です。

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

マンガ工事中看板 国土交通省タイプ 現場技術者キャラクター①

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKG-5】

【MKG-3】

【MKG-7】

【MKG-2】

【MKG-6】

【MKG-4】

【MKG-1】
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ 現場技術者キャラクター②

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKG-10】【MKG-9】【MKG-8】

【MKG-11】

【MKG-14】

【MKG-13】【MKG-12】

【MKG-16】【MKG-15】

【MKG-18】【MKG-17】 【MKG-19】
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ けんせつ女子キャラクター①

目を引くキャラクターがセリフでわかりやすく伝える

1. 女性キャラクターが目を引き、見てもらえます。
2. 工事の内容やメリットなどをわかりやすく伝えられます。
3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともに
イメージアップを図ります。

かわいいキャラクターを見ると、安らぎを感じてリラックスができ、
やさしい気持ちになれます。
オリジナルで作成する事も可能です。

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKK-2】 【MKK-3】 【MKK-4】

【MKK-6】【MKK-5】 【MKK-7】

【MKK-1】
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ けんせつ女子キャラクター②

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKK-8】

【MKK-11】

【MKK-14】 【MKK-15】 【MKK-16】

【MKK-12】 【MKK-13】

【MKK-9】 【MKK-10】
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ けんせつ女子キャラクター③

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKK-17】

【MKK-23】

【MKK-18】

【MKK-20】

【MKK-19】

【MKK-25】【MKK-24】

【MKK-21】 【MKK-22】
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材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

かわいいキャラクターとセリフでわかりやすく伝える

1. かわいいキャラクターが目を引き、見てもらえます。
2. 工事の内容やメリットなどを子供達説明マンガでわかりや
すく伝えられます。

3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともに
イメージアップを図ります。

多彩なキャラクターをご用意しています。
オリジナルで作成する事も可能です。

マンガ工事中看板 国土交通省タイプ けんせつ女子と子供たち

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKC-1】

【MKC-7】【MKC-5】

【MKC-4】

【MKC-6】

【MKC-3】【MKC-2】
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ あんぜんまもるくん（オリジナルキャラ）

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

かわいいキャラクターとセリフでわかりやすく伝える

1. かわいいキャラクターが目を引き、見てもらえます。
2. 工事の内容やメリットなどをわかりやすく伝えられます。
3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともに
イメージアップを図ります。

知っているキャラクター（ご当地キャラクターなど）を使うことに
より、安心感や親しみを与え、より効果を高めることができます。
自社企業のキャラクターやご当地ゆるキャラの看板もできます。
詳細はご相談ください。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKA-1】

【MKA-4】

【MKA-7】【MKA-6】

【MKA-3】

【MKA-5】

【MKA-2】
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材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

日本の文化であるマンガの1コマで工事を伝える

1. インパクトがあり、注目を集め、工事内容を理解しやすい。
2. 親しみのあるマンガ（セリフ）でメッセージを伝えられます。
3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得られ、イメージ
アップになります。

※吹き出しの中は、ご希望のセリフに変更できます。

マンガ工事中看板 国土交通省タイプ マンガ（1コマ）①

○
○
○
○
○
○
○

し
て
い
ま
す

道
路
の
幅
を

広
く
し
て
い
ま
す

道
路
の
舗
装
を

直
し
て
い
ま
す

道
路
の
車
線
を

増
や
し
て
い
ま
す

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKM-1】

【MKM-5】 【MKM-7】【MKM-6】

【MKM-3】 【MKM-4】【MKM-2】
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マンガ工事中看板 国土交通省タイプ マンガ（1コマ）②

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

「伝わる工事現場‼」
従来の文字の看板と比べて、親しみやすい
イメージで工事現場をイメージアップ。

ドライバーや通行人を思わず笑顔にさせる
マンガ看板で工事現場の雰囲気が明るく
なります。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

「マンガで工事内容が伝わる‼」 マンガの工事看板

【MKM-8】 【MKM-10】【MKM-9】

【MKM-13】【MKM-12】【MKM-11】 23



材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

有名人気マンガとのコラボレーションで注目度アップ

1. 有名人気マンガで強力なインパクトがあり、注目を集め
ます。

2. 目新しさとアイデアで差別化が図れます。
3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともに
イメージアップを図ります。

様々な種類のマンガのコマをご用意しています。

マンガ工事中看板 国土交通省タイプ 「ブラックジャックによろしく」コラボレーション

ご
安
全
に
！

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MKB-1】

【MKB-6】

【MKB-2】

【MKB-5】

【MKB-3】

【MKB-4】24



材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

有名人気マンガとのコラボレーションで注目度アップ

マンガ工事中PR看板 「ブラックジャックによろしく」コラボレーション

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MPB-2】 【MPB-3】 【MPB-4】

【MPB-7】【MPB-6】【MPB-5】

【MPB-1】

25



マンガ安全注意喚起看板 「ブラックジャックによろしく」コラボレーション

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

有名人気マンガでインパクトの強い安全注意喚起

ご
安
全
に
！

工事成績アップ:安全対策・地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MPB-8】

【MPB-9】 【MPB-10】

【MPB-11】 【MPB-12】26



あなたの工事現場では地域貢献の取り組みをしていますか?
マンガで「第三者の交通安全対策」 「子供たちの道徳啓発」「イメージアップ」ができます。

国土交通省では、工事を通じた地域貢献やイメージアップ対策に力を入れています。

今や、企業や工事の規模に関係なく、地域貢献とイメージアップの取り組みは必須の時代
です。

子供たちへ啓発で地域貢献・イメージアップ
工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

 地域に役立ち、建設業のイメージアップができます!

 地域貢献・創意工夫で工事成績アップができます!

 イメージアップ予算を有効に活用できます!

 どの工事現場でも使えるマンガPR看板!（工事現場周
辺に学校や通学路などある場合は特に有効です）

マンガ地域貢献PR看板 工事現場から子供たちを応援‼

マンガ交通安全PR看板 マンガ地域貢献PR看板

地域の子供たちの笑顔と建設業の明るい未来につながる
素晴らしい取り組みに参加しませんか?

工事現場から、子供たちの安全を守り、健やかな成⾧を応
援することができる新しいかたちの活動です。
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マンガ交通安全PR看板

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

1. 技術提案の「第三者の交通安全対策」の課題における施
策として大変有用です!

2. 親しみやすいマンガ・イラストによって、子供たちの注目を集
め、自然な流れで交通安全意識を高めます!子供たちの
交通安全で地域貢献ができます。

3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともにイ
メージアップを図ります。

5種類のマンガご用意しています。

工事現場周辺の子供たちの交通安全で地域貢献

工事成績アップ:第三者安全対策・地域貢献・創意工夫・イメージアップ

マンガでクイズ形式に学び、自然な
流れで交通安全意識を高める

マンガで交通ルールを学び、自然な
流れで交通安全意識を高める

【MPK-1】

【MPK-3】【MPK-2】

【MPK-4】 【MPK-5】マンガで交通ルールを学び、自然な
流れで交通安全意識を高める

マンガで交通ルールを学び、自然
な流れで交通安全意識を高める

マンガで交通ルールを学ぶ
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マンガ地域貢献PR看板

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

工事現場から子供たちを応援して地域貢献

1. 子供たちの道徳・啓発で地域貢献ができます。
2. 工事現場から子供たちを応援する新しい活動です。
3. 周辺住民や通行者などの第三者の理解を得るとともに
イメージアップを図ります。

5種類のマンガをご用意しています。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MPC-1】

【MPC-3】【MPC-2】

【MPC-5】【MPC-4】
29

子供たちに向けて、生活リズムを
整えることの大切さを伝えます

子供たちに向けて、規則正しい健康
的な生活を啓発します。

1日を通して生活のルール
を守ることを啓発します。

子供たちに向けて、自己啓発
のメッセージを伝えます

子供たちに向けて、自己啓発
のメッセージを伝えます



マンガ子供110番看板

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

子供110番の取り組みで子供た
ちの安全を守ることで、地域に貢
献することができます。
親しみやすいキャラクターが子供
110番をやさしくお知らせします。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MP110-1】 【MP110-2】

【MP110-3】 【MP110-4】
30

子供110番の取り組みで地域貢献



工事イメージアップPR看板①

親しみを感じさせるイラストで工事現場や建設業をイメージアップ

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

わかりやすいイラストで工事を
お知らせして理解を深めます。

建設業の社会貢献や魅力を
PRしてイメージアップを図るこ
とができます。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MP1-1】 【MP1-2】

【MP1-3】 【MP1-4】 【MP1-5】 31

146種類の工種（種類）の
イラストマンガをご用意してい

ます。

オリジナルで作成する事も
可能です



工事イメージアップPR看板②

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

けんせつ女子がメッセージを伝えます
男性社会の建設業ですが、女性の活
躍が増えてきました。

工事をお知らせする看板でも女性が
大活躍です!お仕事やお急ぎでイライ
ラしているみなさまには、少しでも和ん
でいただけたら嬉しいですね。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MPG-1】 【MPG-3】【MPG-2】

【MPG-6】【MPG-5】【MPG-4】32



工事イメージアップPR看板③

材質:スチール 木製枠・足2本 サイズ:W1100×H1400㎜

かわいらしいキャラクターがメッセージを伝えます
かわいらしいキャラクターが注目を集めま
す!知っているキャラクター（ご当地キャ
ラクターなど）を使うことにより、安心感や
親しみを与え、より効果を高めることがで
きます。
自社企業のキャラクターやご当地ゆる
キャラの看板もできます。
詳細はご相談ください。

工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MPG-7】 【MPG-8】 【MPG-9】

【MPG-10】 【MPG-11】 33【MPG-12】



マンガ工事中看板 設置事例
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マンガ工事中看板 設置事例
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マンガ安全建設看板 設置事例
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企業及び事業のPR 企業理念や事業内容などをわかりやすくPRしてイメージアップします。

ご当地キャラで地域密着企業をアピール 親しまれるキャラクターで地域に根ざす企業をアピールします。

沖縄県沖縄市のきれいな海とご当地キャラクターでデザイン

茨城県石岡市のご当地キャラクター

事業内容をわかりやすく伝えます

環境活動や地域貢献などの取り組みや想いをPR

～アイデア満載‼ いろいろな実績紹介～
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景観改善（イメージアップ） 社屋・工場・倉庫などを明るい雰囲気にしてイメージアップします。

エアー看板 とにかく目立ちます。設置場所を選ばず便利です。夜はLEDで光って照明にもなります。

豊富なアイデアの看板 イメージアップ・地域貢献・地域密着などを実現する様々な看板をご提案します。

「飛び出す写真」
フォトリックアート

近くの小学生の絵画作品を展示

名所の杉並木をデザイン

ご当地キャラクターで地域の文化や観光をPR

来訪する人をお出迎えしてお見送り 感謝の気持ちを伝えます

マンガ建設看板・イメージアップPR看板は、公共工事におけるイメージアップ予
算の活用、技術提案の施策や工事成績評定の向上に大変有効です！

建設業は、安全（安心）で快適な社会生活において、なくてはならない存在であ
り、地域づくりを支え、社会に貢献する魅力的な仕事であることをしっかりと伝
えて、業界の明るい未来をつくるために、イメージアップに取り組みませんか？
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なぜ建設現場の事故は無くならないのでしょうか?
死亡事故発生のワースト1は建設業で、全体の約32%を占めています。死亡事故は取り
返しがつきません。発生の多い事故の種類は、「墜落」「飛来・落下」「建設機械の接触」
で全体の約58%を占めます。これらの事故の主な要因は、規律の無視や危険な行為
（人的要因）です。つまり、「ついうっかり」の油断です。

マンガ安全建設看板は、興味関心をひいて、インパクトのある絵とセリフで日常の安全意
識を高めます。効果はNETIS登録で折り紙付きです。

NETIS登録技術で効果は折り紙付き! 他にはない、より一層の
安全対策と工事成績アップに取り組みませんか?

NETIS:QS-130020-VE
福岡新技術・新工法ライブラリー:1202012A

技術提案:安全対策 工事成績アップ:安全対策・創意工夫

マンガ安全建設看板

「目立つ」「わかりやすい」マンガで事故・災害を未然に防ぐ

 プラスアルファの新たな安全対策として手軽で効果が高い!

 危険予知活動やリスクアセスメントの理解が高まる!

 NETIS登録技術で工事成績アップにも大変有効!最高のVE
ランクなので活用調査表の提出が不要!

146種類以上の事故・災害のマンガ
(コマ)をご用意!

丈夫にコーティングされたマグネット
シート!スチール板に貼り付けるだけ
の簡単設置!

コマごとに入替えができ、いろいろな
現場で繰り返し使用可能なのでコス
パも高い!
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マンガ安全建設看板はNETIS登録技術

活用することで工事成績評定において最大0.8点が加点されます。VE
ランクなので、面倒な活用効果調査表の提出が不要です。

国土交通省が新技術に関わる情報を一般に提供し、新技術の活用を推進する目的で運用して
いる新技術情報提供システム（New Technology Information System）で、公共工事等
における活用を推進する新技術をまとめたデータベースです。
公共工事等において、NETISに登録された新技術を活用することにより、技術評価点（技術提
案）及び工事成績評定点の向上が見込めます。

マンガ安全建設看板は、その実
績や効果が評価され、NETIS
最高のVEランクとなっています。

146種類以上のマンガ・イラスト

NETIS:QS-130020-VE

技術提案の施策として大変有効
です。活用提案することで技術
評価点の向上（入札におけるア
ドバンテージ）が見込めます。

国土交通省が運用するNETISとは

※NETISのほか、福岡新技術・新工法ライブラリーにも登録されています。
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マンガ安全建設看板 商品一覧 株式会社マサトー

サイズ H400×W420㎜
価格（税別）
マグネットシート 5,000円
PP（プラスチック）板 6,500円

12コマセット 9コマセット 8コマセット

セット 材質 看板サイズ（㎜） マンガサイズ（1コマ/㎜） 価格（税別）

8コマセット
マグネットシート
（コーティング）

H1930×W840 H400×W420 ¥45,000

9コマセット H1530×W1260 H400×W420 ¥55,000

12コマセット H1930×W1260 H400×W420 ¥65,000

1コマ 4コマ
（連続マンガ）

サイズ H1930×W420㎜
価格（税別）
マグネットシート 25,000円

146種類の様々な危険予知マンガ
（コマ）からお選び（組み合わ
せ）いただけます。

マンガ（コマ）のサイズは変更するこ
とができます（別途お見積り）。

材質は変更することができます（別
途お見積り）。

セットのタイトル部分はオリジナルで
制作できます（別途お見積り）。

マグネットシートは、屋外での使用に
耐えれるよう、丈夫にコーティングさ
れております。

※NETIS技術の活用の適用には、
マンガ4コマ以上を掲示、マグネット
シートである必要があります。

マグネットシート
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危険予知
活動

第三者の交通安全
（地域貢献）

建設業の
イメージアップ

重機・車両
の事故防止

リスクアセス
メント

子供たちの道徳啓発
（地域貢献）

安全
教育 工事内容の

周知・理解

みんなに工事のことが伝わる‼
マンガ建設看板シリーズ

『伝わる工事現場‼』
安全、地域密着、地域貢献、明るい雰囲気づくり
建設業の明るい未来をつくっていきたい‼

私たちは、建設現場の見える化や有用な
情報発信などの取り組みによって、建設業
を身近に感じてもらい、市民生活の基盤を
支えている建設業の魅力を広くアピールし
ていくことで、社会における建設業のマイナ
スイメージを払拭し、建設業のより一層の
発展に貢献することを目指しています。

まずは工事中看板からイメージアップして
みませんか?

42



アイデア満載‼ 多彩なラインナップ‼


