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NETIS技術としての実績も豊富な「マンガ安全建設看板」をリニューアル‼
事故・災害の約3分の2を占め、死亡災害につながる可能性の高い三大災害
撲滅をテーマに、より効果的なデザインと使いやすいサイズに改良しました‼

NETIS登録技術（VEランク）の安全対策
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選ぶだけで簡単にできる!三大災害防止への意識を高める新たなデザイン!
「墜落・転落」「建設機械・クレーン等」「崩壊・倒壊」の三大災害に特化したマンガ・イラストをピック
アップしていますので、簡単に選べて、手間なく効果的な看板をつくることができます。
インパクトと効果を高める!三大災害撲滅専用のタイトルのコマを新たに追加!
三大災害防止への意識を高めるため、インパクトのある専用のタイトルをご用意しました。タイトルの文
字（スローガンなど）は変更が可能です。
工事看板の規格にピッタリおさまる便利なサイズ!お手持ちの工事看板の再利用に!
工事看板の規格サイズ（ W550×H1400㎜）に4枚がピッタリとおさまります。使っていない工事看
板を再利用することができます。

■目立って、常に目に入る場所に設置できるため、安全意識を高
めることができ、ヒューマンエラー防止に大変有効ですので、安全対
策の効果的な創意工夫として、工事成績アップ（加点）・技術
提案（落札）に大変有効です‼
■マグネットシートなので、設置（配置）や入れ替え、保管が簡
単です‼また、低コストで何度でも使えます‼
■NETIS技術かつ最高のVEランクなので、活用効果調査表の提
出が不要です‼
■NETISの実績によって、国等以外の公共工事や民間工事でも
発注者に評価されることが期待できます‼

NETIS技術（VEランク）で実績・効果は折り紙付き‼
工事成績アップ・技術提案の施策として大変有効です‼

マンガ安全建設看板設置イメージ
（画像は従来デザイン）三大災害撲滅バージョン3つのポイント

※工事看板（ W550×H1400㎜ ）
のサイズにマグネットシート4枚（コマ）
を組み合わせた場合のイメージです。

マンガ安全建設看板
国土交通省NETIS

:QS-130020-VE

福岡新技術・新工法ライブラリー
: 1801012A

三大災害
撲滅対策
バージョン

マグネットシートは、1枚（コマ）
ずつ分割されています。1枚（コ
マ）からご注文いただけます。
マグネットシートだけでなく、4コマ
の組み合わせで立て看板（印
刷）にすることができます。



※NETIS技術活用の適用について※ NETIS技術活用の適用には、マグネットシートで4枚（4コマ）以上を設置
する必要があります。立て看板や横断幕などに印刷する場合はNETIS技術活用が適用されませんのでご注意ください。

三大災害マンガイラスト一覧

墜落・転落災害

建設機械・クレーン等災害

崩壊・倒壊災害

三大災害撲滅タイトル

三大災害撲滅のためのマンガ・イラストをピックアップしてご用意しています。
工種や現場環境に応じたものをお選びください。

マンガ安全建設看板
三大災害撲滅対策バージョン
【マグネットシート】
サイズ（1コマ）:
W550×H350㎜
材質:マグネットシート（UV
コーティング）
※1枚からご注文いただけます。

【立て看板（印刷）】
サイズ（4コマ）:
W550×H1400㎜
材質:スチール＋木製枠・2
本脚
看板タイプ:無反射/反射/
高輝度プリズム

マグネットシートは、
仮囲い、安全掲示板、
お手持ちのスチール看板
などに貼り付けるだけ!
縦・横など配置も
自由です!
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NETIS登録技術
マンガのマサトー

有名マンガ「ブラックジャックによろしく」とコラボレーション‼

勝つ技術提案で落札‼
工事成績評定で加点‼ 実績多数

【三大災害徹底対策シリーズ】

「自分は事故に遭わないだろう」
と思って、重機の作業範囲の死角
に入って挟まれてしまったり……。
「いつも大丈夫だから事故になる
ことはないだろう」
というちょっとした油断から、労働災
害は発生します。
労働災害の防止対策は、「知る」
だけでなく、「繰り返し見る」ことで
ヒューマンエラーをなくすことが労働
災害を防ぐために重要なことです。

NETIS
登録技術
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重機災害防止マグネットシートの３つのメリットと活用方法
①NETIS技術（VEランク）で工事成績アップ・落札の有効な対策‼
三大災害である重機災害防止対策の現場独自の創意工夫として評価（加点）に有効です。新規性が
あり、特化した課題解決策であるため、評価につながります。NETIS登録最高VEランクなので活用調査
票の提出が不要です。

②強烈なインパクト!キャラクターで直感的に伝わり、危険意識が高まる‼
文字だけでなくキャラクターがセリフで伝えることでメッセージが視覚的に伝わりやすくなります。マンガは視
覚効果により理解度を高めることでき、見る人に強烈なインパクトを与えて危険を直感的に伝えることがで
きます。人間には”顔”に目がいきやすい習性があるため、キャラクターは無意識に「人格のあるもの」と認
識され、注目を集めやすく、重機に設置することで、作業の瞬間に危険を察知でき、作業員の危険意識を
高めます。

③重機に貼るだけの簡単で効果的なKY活動!設置・撤去・収納が簡単‼
簡単に設置することができ、マグネットシートなので貼り替え・移動・収納も手軽で簡単。低コストで導入が
でき、場所を選ばずどの現場でも何度でも使えるため、コストパフォーマンス抜群です!

【重機災害防止マグネットシート】
全体サイズ:サイズ:W550×H350㎜
素材:UVコーティングマグネットシート
使用方法:重機のボディの平らな部分（スチール部）に直接貼り
付けるだけの簡単設置です。貼り替えも簡単にできます。
※文字・セリフの変更、オリジナルデザインの制作にも対応していま
す（別途デザイン費がかかります）。

【お問い合わせ】

※NETIS技術の活用
についてのご注意※
技術提案及び工事成績
評定における創意工夫の
加点評価においてNETIS
技術の活用を適用されるに
は、マグネットシートを4枚
以上設置することが必要と
なりますのでご注意ください。

【重機災害の発生は稼働時よりも移動時】
作業をしていない移動時の接触による重機災害
が多く発生しています。作業中ではないからこその
油断があると考えられます。重機は運転者からの
死角が多くあるため、常に意識を高めてヒューマン
エラーを防ぐことが重要です。

【現場の声②】 NETIS技術ということもあり、重
機災害対策に特化した創意工夫として評価さ
れました。目新しさがあり、作業員からも評判が
良く、無災害を達成、効果は高いと思います。

【現場の声①】 バックホウを使った作業が多く、
重機に直接設置することで、作業中に施工箇
所周辺の作業員の視界に常に入るため、高い
危険意識を持続でき、無災害につながりました。



NETIS登録技術
マンガのマサトー

インパクトあるキャラクターが視覚効果で不安全行動を防ぎます‼
常に見ることができる重機に直接設置、ヒューマンエラーを防ぎます‼
文字・セリフの変更、オリジナルデザインの制作にも対応しています‼

勝つ技術提案で落札‼
工事成績評定で加点‼ 実績多数

【三大災害徹底対策シリーズ】

「自分は事故に遭わないだろう」
と思って、重機の作業範囲の死角
に入って挟まれてしまったり……。
「いつも大丈夫だから事故になる
ことはないだろう」
というちょっとした油断から、労働災
害は発生します。
労働災害の防止対策は、「知る」
だけでなく、「繰り返し見る」ことで
ヒューマンエラーをなくすことが労働
災害を防ぐために重要なことです。
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重機災害を
なくして
ご安全に！

NETIS
登録技術



【重機災害防止マグネットシート】
全体サイズ:サイズ:W550×H350㎜
素材:UVコーティングマグネットシート
使用方法:重機のボディの平らな部分（スチール部）に直接貼り
付けるだけの簡単設置です。貼り替えも簡単にできます。
※文字・セリフの変更、オリジナルデザインの制作にも対応していま
す（別途デザイン費がかかります）。

【お問い合わせ】

重機災害防止マグネットシートの３つのメリットと活用方法

※NETIS技術の活用
についてのご注意※
技術提案及び工事成績
評定における創意工夫の
加点評価においてNETIS
技術の活用を適用されるに
は、マグネットシートを4枚
以上設置することが必要と
なりますのでご注意ください。

①NETIS技術（VEランク）で工事成績アップ・落札の有効な対策‼
三大災害である重機災害防止対策の現場独自の創意工夫として評価（加点）に有効です。新規性が
あり、特化した課題解決策であるため、評価につながります。NETIS登録最高VEランクなので活用調査
票の提出が不要です。

②強烈なインパクト!キャラクターで直感的に伝わり、危険意識が高まる‼
文字だけでなくキャラクターがセリフで伝えることでメッセージが視覚的に伝わりやすくなります。マンガは視
覚効果により理解度を高めることでき、見る人に強烈なインパクトを与えて危険を直感的に伝えることがで
きます。人間には”顔”に目がいきやすい習性があるため、キャラクターは無意識に「人格のあるもの」と認
識され、注目を集めやすく、重機に設置することで、作業の瞬間に危険を察知でき、作業員の危険意識を
高めます。

③重機に貼るだけの簡単で効果的なKY活動!設置・撤去・収納が簡単‼
簡単に設置することができ、マグネットシートなので貼り替え・移動・収納も手軽で簡単。低コストで導入が
でき、場所を選ばずどの現場でも何度でも使えるため、コストパフォーマンス抜群です!

【重機災害の発生は稼働時よりも移動時】
作業をしていない移動時の接触による重機災害
が多く発生しています。作業中ではないからこその
油断があると考えられます。重機は運転者からの
死角が多くあるため、常に意識を高めてヒューマン
エラーを防ぐことが重要です。

【現場の声②】 NETIS技術ということもあり、重
機災害対策に特化した創意工夫として評価さ
れました。目新しさがあり、作業員からも評判が
良く、無災害を達成、効果は高いと思います。

【現場の声①】 バックホウを使った作業が多く、
重機に直接設置することで、作業中に施工箇
所周辺の作業員の視界に常に入るため、高い
危険意識を持続でき、無災害につながりました。



まずは見てもらうことが大事ですよね

【マンガでわかる！マンガ熱中症対策】



■マグネットシートタイトル・4コマセット
本体サイズ（タイトル・4コマ）:
W420×H1730㎜
材質:マグネットシート（UVコーティング）
〈設置方法〉 お手持ちのスチール看板に貼付
してお使いください。

4コマのマンガでわかりやすく伝えて熱中症
予防の知識と意識を高める‼
安全対策とNETIS技術で工事成績UP‼

国土交通省NETIS:QS-130020-VE
福岡新技術・新工法ライブラリー:1801012A

マンガ熱中症予防看板

◆3つの効果的なポイント◆
1. 国土交通省NETIS登録技術のマンガなので

工事成績評価点UP・創意工夫加点対策!
2. 予防、症状、対応策のわかりやすい4コママンガ

（ストーリー）で予防知識・意識が高まる!
3. マグネットシートなので、設置・移動・保管も手

軽で簡単!

《その他の仕様》
■工事用立て看板
スチール製・H1400×W550㎜
無反射/反射/高輝度プリズム
※マグネットシートではないためNETIS技術の適用
はできませんのでご注意ください。
※サイズに合わせてデザインは若干変更されます。

NETISのマンガシリーズ マンガで熱中症予防対策

熱
中
症
は
予
防
が
た
い
せ
つ

※NETIS技術の適用に
は、4コマをマグネットシート
で掲示することが必要とな
りますのでご留意ください。

MNM-01

MNK-01



NETISのマンガのマサトーだからできる
「ライバルに差をつける」アイデア満載の看板

独自の創意工夫で工事成績評定加点‼

とにかく目立つ!注目を集める!インパクト抜群!

新型コロナウイルスの感染予防と感染拡大を防ぐため
の対策は、今や欠かせない必須の取り組みとなりました。
建設現場においても、徹底した対策の実行とその習慣
化が必要です。
対策の実行と習慣化には、すべての関係者の感染予
防と感染拡大防止への意識を高めることが重要です。
注目を集め、意識付けるための看板をご用意しました。

◇新型コロナ感染症対策で現場の安全対策◇

感染症対策マンガキャラマグネットシート

◇第三者への感染症対策周知で地域貢献・イメージアップ◇

①今やスタンダードとなった感染症対策は、現場の労働
安全衛生対策として工事成績アップに有効です!

②第三者の安全確保や地域貢献として、創意工夫に
よる工事成績アップとイメージアップに有効です!

③国土交通省の工事だけでなく、都道府県・市町村な
どの工事の場合でも、発注者にアピールができ、評価さ
れやすくなります。

■マグネットシート 4コマセット
本体サイズ（4コマ）W550×H1400㎜
材質:マグネットシート（UVコーティング）
〈設置方法〉
お手持ちのスチール看板に貼付してお使いください。
4枚のマグネットシート（分割）になっていますので、
横に並べるなど自由に設置することができます。

《その他の仕様》 ■立て看板
本体サイズ:W550×H1400㎜
材質:スチール＋木製枠・2本脚
無反射/反射/高輝度プリズム



工事現場向け
【CO550M-A1】

工事現場向け
【CO550M-A2】

第三者向け
【CO550M-B1】

①工事成績アップ・技術提案（落札）に有効‼
現場独自の安全対策や創意工夫として評価（加点）に有効です。新規性があり、特化した課題解決
策であるため、評価につながります。

②強力なインパクト‼ キャラクターで直感的に伝わり、危険意識が高まる‼
文字だけでなくキャラクターがセリフで伝えることでメッセージが視覚的に伝わりやすくなります。マンガは視
覚効果により理解度を高めることでき、マンガキャラクターの視覚効果によって、自然に注目を集めるため、
常に目に入り効果的に意識づけができます!

③設置は貼るだけで簡単‼ 低コストでコストパフォーマンス抜群‼
マグネットシートなので、貼るだけで簡単に設置することができ、貼り替え・移動・収納も簡単。低コストで
導入ができ、場所を選ばずどの現場でも何度でも使えるため、コストパフォーマンス抜群です!

◆感染症対策マンガキャラマグネットシートの導入のポイント◆

 毎朝の朝礼や労働安全衛生教育の際などに、全員で確認して
意識を共有、徹底への意識を高める（安全対策）!

 現場周辺の第三者向けに、仮囲いや立て看板で設置して、地域
貢献とイメージアップ（創意工夫）!

★効果的な活用方法★

どうせやるなら、効果が高くて発注者の評価も高いほうがいいですよね!



NETISのマンガのマサトーだからできる
「ライバルに差をつける」アイデア満載の看板

独自の創意工夫で工事成績評定加点‼NETIS
のマンガ
登録技術

１
◆3つの導入メリット◆

２

３

Ｗ550×Ｈ1400㎜縦型タイプ

人間には無意識に
人の顔に目がいく習性があり、

人の顔には注意をひきつけるアイキャッチ
効果があります。キャラクターやイラストで、

注目を集めて、ひと目でわかる
「伝わる工事看板」です‼

目立って常に目に入る!意識を高める!

国土交通省がマスクなどの感染拡大防止対策の費用を設計変更で負担
国土交通省は、直轄工事での感染拡大防止対策に係る費用を設計変更で負担することとしました。
マスク・消毒液・ヘルメット・インカムなどをはじめ、現場事務所などの拡張費用やテレビ会議のための機
材・通信費など様々な費用が対象となります。県・市の工事にも拡大していくものと思われます。また、
感染拡大防止対策は、工事成績評定の安全対策としても反映されていくことが考えられます。

新型コロナウイルスの感染予防と感染拡大を防ぐための対策は、今や欠かせない必須の取り
組みとなりました。建設現場においても、3密を避けることやマスクの着用やこまめな手洗いの
励行など徹底した対策の実行とその習慣化が必要です。
対策の実行と習慣化には、すべての関係者の感染予防と感染拡大防止への意識を高めるこ
とが重要です。注目を集め、意識付けるための看板をご用意しました。

新型コロナ感染予防・感染拡大防止対策

マンガキャラクターの視覚効果によって、自
然に注目を集めるため、常に目に入り効果
的に意識づけができます!

現場の労働安全衛生対策として、第三者
の安全確保対策として、工事成績アップと
イメージアップに有効です!

使い慣れた工事看板同様で、低コストで
しっかりと対策を周知できます!

コロナ対策マンガキャラ看板550



■立て看板（縦型）
スチール製・木製枠（二本足）
無反射・反射・高輝度

550㎜

14
00
㎜

【CO550-A1】 【CO550-A2】 【CO550-A3】 【CO550-B1】 【CO550-B2】 【CO550-B3】

【CO550-C1】 【CO550-C2】 【CO550-C3】 【CO550-D1】 【CO550-D5】 【CO550-E1】

【選んで使えるデザインをご用意! （デザイン一覧）】

注目を集めてわかりやすくて伝わるマンガキャラ工事看板

そのまま使えるデザインをご用意しまし
た!選んで設置するだけで簡単です!

キャラクター・メッセージ・ベースカラー・
会社名（工事名）など、カスタマイズ
ができます!

デザイン・サイズ・看板材質などオリジ
ナル（特注）で製作できます!

コロナウイルスだけでなく、今後は、
様々な感染症対策が必要となります。
マサトーでは、お役に立てるよう、素早
くニーズに対応してまいります。

【親しみのあるキャラクター】
キャラクター効果で注目を集めます!

【見やすいメッセージ】
わかりやすく情報を伝えます!

【会社名・工事名など】

ご用意したお好きなキャラクターからお
選びいただけます。オリジナルのキャラク
ターやイラストの制作も可能です。

【選べるベースカラー】
カラフルな色でイメージアップ!

基本色 青ですが会社のイメージカ
ラーなどのお好きな色に変更できます。

ご希望の伝えたいメッセージ（文
字）を変更できます。

会社名や工事名など文字を変更で
きます。

※本看板は、NETIS技術の適用はできませ
ん。NETIS技術の適用をお考えの場合には、
特注にてご対応できますので、ご相談ください。



国土交通省NETIS:QS-130020-VE
福岡新技術・新工法ライブラリー

:1202012A

【仕様等】

■立て看板 【MI550-1】
スチール製 サイズ:H1400×W550㎜
無反射・反射・高輝度プリズムからお選び
いただけます。

■マグネットシート【MI550-2】
UVコーティング H1400×W550㎜
〈設置方法〉 お手持ちのスチール看板に
貼付してお使いください。

【お問い合わせ】

地域と工事現場の安全を守って地域貢献‼
｢飲酒運転はしない、させない、ゆるさない｣活動
飲酒運転の行政処分や罰則が強化されましたが、今だに飲酒運転がなくなりません。
わかりやすく伝わるマンガで飲酒運転撲滅に向けた啓発活動をすることで、地域や工事
現場の安全に貢献!イメージアップにつながり、役に立つ創意工夫で工事成績アップ!

役に立つ創意工夫で工事成績評定加点‼NETIS
のマンガ
登録技術

飲酒運転は絶対ダメ
１ 飲酒運転の悪質性、危険性、悲惨さが伝わる

ストーリー仕立ての4コママンガで、飲酒運転防
止の意識を効果的に高めることができます!

社会問題である飲酒運転の防止を啓発する
活動を通じて、地域や工事現場の安全に貢
献でき、イメージアップにつながります!

NETIS最高のVEランクのマンガなので、創意
工夫による加点評価に大変有効です!

◆3つのメリットと効果◆

２

３

《上記以外のサイズや材質で製作できます》

※NETIS技術活用の適用には、4コマをマグ
ネットシートで掲示することが必要となりますの
で、ご留意ください。



創意工夫加点対策シリーズ





マンガ地域貢献PR看板 工事成績アップ:地域貢献・創意工夫・イメージアップ

【MC550-1】

【MC550-3】【MC550-2】 【MC550-5】【MC550-4】
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

5種類のマンガをご用意しています。

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。

4コマ以上のマグネットシートの場合は、NETIS登録技術となり、工事成績アップが
できます!お手持ちの1400×550の看板に貼付してお使いください。

✔近くに学校がある ✔周辺が通学路になっている
✔街中や住宅地 ✔交通量の多い道路工事

創意工夫加点対策で地域貢献・イメージアップ

ひとつでも当てはまる現場には大変有効です!

チャンス‼

看板サイズ H1400×W550㎜ 無反射/反射/高輝度プリズム



クイズ形式のマンガで楽
しみながら学びます。

【MPK-3】 【MPK-4】

親しみやすいマンガで、わかりやすく交通ルールを学び、
自然な流れで交通安全の意識を高めます。

【MPK-1】 【MPK-2】

■マグネットシート（4コマセット） H1400×W550㎜ UVコーティング
■工事用立て看板（スチール製）H1400×W550㎜ 無反射/反射/高輝度プリズム
※立て看板は、マグネットシートではないためNETIS技術の適用はできませんのでご注意ください。

✔近くに学校がある ✔周辺が通学路になっている
✔街中や住宅地 ✔交通量の多い道路工事

『NETISのマンガ』シリーズ
マンガで工事現場の

交通安全対策
◎工事成績評定80点以上をとるための創意工夫加点対策!
◎技術提案（技術的所見）で落札するための対策!

工事成績評定で優良点をとりたい現場代理人の皆様

ひとつでも当てはまる現場には大変有効です!

「4コママンガで学ぶ」 子供たちを守るマンガ交通安全看板

チャンス‼



子供たちの通学路や学校周辺の工事現場の課題
工事現場周辺では、車線をふさいで交互通行にしたり、大型の工事車
両の出入りと、子供たちにとって危険な場面が多く、通学路に当たる道
路では児童生徒等の安全が十分に確保されているとは言い難い現状
があります。児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、より効果
的な対策を推進することが必要です。

子供たちに親しまれるマンガ・イラストで、工事を周知し、実践的な交通安全教育と
啓発をすることで、地域の安全を守る工事現場をつくります。こうした地域とのコミュニ
ケーションを通じて、工事現場や建設業のイメージアップを図ることができます。

工事成績評定で80点以上をとるためには、建設の技術や品質はもちろんのこと、
さらなる創意工夫が求められます。今できることはすべて取り組むとともに、常に新し
い工夫をして、総合的な質の向上をめざしていかなければなりません。
株式会社マサトーは、豊富なアイデアで、建設業の総合力の向上とさらなる発展
のためのお手伝いをしていきます。

発注者は、創意工夫のひとつとして、地域貢献やイメージアップを
推進しています。創意工夫を多く取り入れた工事が重視されてお
り、工事成績評定において加点評価されやすくなっています。マン
ガ交通安全看板は、工事現場周辺の安全対策、地域とのコミュ
ニケーション、景観改善など、多くの効果が得られる取り組みです。

マンガ交通安全看板（4コマ・マグネットシート）は、NETIS登録
技術です。NETIS技術の活用による工事成績評定加点の対象
になります。また、低いコストで、どの現場でも使えるため、コストパ
フォーマンスに優れています。

「第三者の交通安全対策」は、技術提案（技術的所見）の課
題として多く出題され、重要視されています。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る交通安全対策として、
独自性（新規性）があり、工事成績評定や技術提案での有効
性にアドバンテージがあります。

★



NETIS登録技術
マンガのマサトー

【ライバルに差をつける創意工夫対策シリーズ】

①昼はもちろん、夜も強烈なインパクト!とにかく目立っ
て見やすく、遠方・夜間の視認性も抜群!
立体的で大きなエアー看板は、見る人々に強烈なインパクトを与えます。昼
夜を問わず目立ってインパクトのある目印となり、遠方からの視認性に優れて
います。
②360度全方位でアピール可能!新規性と有効性で
ライバルに差をつける!
一般的な看板に比べて、360度の視覚範囲でのアピールが可能です。さらに、
文字情報だけでなく立体デザインで「何をしているのか」が直感的に伝わるの
で、歩行者はもちろんドライバーにもしっかりアピールすることができ、ひと目で
情報を伝えます。
③設置・撤去・収納が簡単!どんな場所でも何度でも
使えてコストパフォーマンスも抜群!
15秒～30秒でバルーンが自動で膨らみ、簡単に設置することができ、スイッ
チを切ればあっという間に小さくなるため、移動や収納も簡単で場所を取りま
せん。場所を選ばず、どんな場所でも使え、バルーン部分だけを取り替えて、
内容を変えて使用することができるので、コストパフォーマンスも抜群です!

エアー看板活用の3つのメリット

勝つ技術提案で落札‼
工事成績評定で加点‼ 実績多数

多くの現場で高い評価を得ています‼ 新規性があり、差別化が図れ
ますので、現場の創意工夫や技術提案落札対策には大変有効です‼



 交通量（歩行者・車両）が多い街中や主要道路などの工事

 看板の遠方からの視認性を求められる場合

 看板の夜間の視認性を確保したい場合（夜間工事）

 注意力が散漫な子供や高齢者などの通行が多い場所での工事

 会社や現場などで重点対策やスローガンなどを浸透させたい場合

 会社や工事現場のイメージアップを図りたい場合

 重機作業半径などの立入禁止を強化したい場合

 病院周辺などの緊急車両の通行がある場所での工事

 工事用道路（進行ルート）の誘導を行う場合

 工事現場の歩行者通路の誘導を行う場合

 工事現場などの出入口がわかりにくい場合

 施工箇所を移動しながら行う工事の場合

 道路規制を行う工事

【エアー看板（基本型）仕様】
形状:円柱型
全体サイズ:高さ2ｍまたは3ｍ 直径80㎝（土台直径90㎝）
バルーン素材:ポリエステル撥水加工重量:22㎏
LED投光器:60w（使用30,000時間以上）
送風機:75ｗ使用電源:AC100V
※設置工事は不要です。※必ず電源が必要です。
※雨天時や水気のある場所でのご使用はお控えください。
※LED投光器・送風機の故障による保証期間は6ヵ月となります。

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5

【お問い合わせ】

選んで使えるデザインをご用意‼（規格デザイン一覧）

有効な活用方法のご紹介‼（高評価事例）
用途は

アイデア次第で
無限大‼

会社ロゴマーク・キャラクター（ご当地
キャラクター）・イラストなどによるオリジ
ナルのデザインを施すことで、さらにインパ
クトを高め、差別化してイメージアップを
図ることができます!



NETIS登録技術
マンガのマサトー

【ライバルに差をつける創意工夫対策シリーズ】

夜間工事専用エアー看板の特⾧

勝つ技術提案で落札‼
工事成績評定で加点‼ 実績多数

昼間兼用のデザインは、夜間に離れた
場所から見ると、明るい色は白飛びし
ています

近づいて見ると内容
が確認できます

通常のエアー看板は、夜間の点灯時に離れた場所から見た場合
に、光によって文字などがつぶれて（白飛びして）見えにくくなる場
合があります。この夜間工事専用エアーマンガ看板は、ベースカ
ラーや文字を濃い色にして、文字はできるだけ大きくして、夜間点
灯時の文字などの視認性を確保し、夜間工事でのご使用に適した
デザインをご用意しています。
さらに、夜間専用特殊印刷（オプション）を施すと、特殊印刷に
よって文字がくっきりとしてより効果的です。

ご要望にお応えして夜間工事専用エアー看板登場‼

【夜間工事でのエアー看板の導入事例のご紹介】
【事例①】 施工箇所は交通事故の多い交差点に近く、スピードを出したまま
通過する車両が多く見られたので、施工の2週間前からマンガエアー看板を設
置、施工箇所の1㎞手前地点から工事の周知と注意喚起を行い、通行車両
に周知しました。交通安全で地域に貢献することができました。
【事例②】 施工箇所は郊外で、走行する車からは看板の存在に気づきにくく、
周辺は小中学生の通学路になっていました。高さがあって遠方からの視認性が
あり、夜間は光って目立つエアー看板によって、無事故・無災害を達成、小学
校から感謝状をいただき、地域貢献もできました。

夜間
専用



【お問い合わせ】

①キャラクターでとにかく目立って見やすく、遠方・夜間の視認性も抜群!
立体的で大きなエアー看板は、見る人々に強烈なインパクトを与えます。昼夜を問わず目立ってインパクト
のある目印となり、さらに、夜間工事の場合、LEDライトで視認性が高いので通行車両に工事施工をいち
早く察知してもらえ、夜間の車の走行中でも遠くから看板の存在に気づきやすい

②強烈なインパクト! 360度全方位で工事情報を周知できます!
一般的な看板に比べて、360度の視覚範囲でのアピールが可能です。さらに、文字情報だけでなく立体デ
ザインで「何をしているのか」が直感的に伝わるので、歩行者はもちろんドライバーにもしっかりアピールすること
ができ、工事の情報を道路利用者や工事現場付近の住民にひと目で情報を伝えます。

③設置・撤去・収納が簡単!コストパフォーマンスも抜群!
30秒でバルーンが自動で膨らみ、簡単に設置することができ、スイッチを切ればあっという間に小さくなるため、
移動や収納も簡単。場所を選ばず、どんな場所でも何度でも使え、バルーン部分だけを取り替えて、内容
を変えて使用することができるので、コストパフォーマンスも抜群です!

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

ご用意したデザインからお選びください。夜間用のデザインですが、昼間でもご使用いただけます。色・文字・キャラク
ターの変更、会社名・会社ロゴの追加などカスタマイズが可能です。オリジナルデザインもできます。

夜間工事に有効なデザインをご用意‼（規格デザイン一覧）

≪夜間工事ならではの課題にしっかり対策して「ご安全に!」≫
暗くて視認性が悪い 工事に気付きづらい

接触事故のリスク 誤って車両等が侵入 etc.

【エアー看板（基本型）仕様】
形状:円柱型
全体サイズ:高さ2ｍまたは3ｍ 直径80㎝（土台直径90㎝）
バルーン素材:ポリエステル撥水加工重量:22㎏
LED投光器:60w（使用30,000時間以上）
送風機:75ｗ使用電源:AC100V
※設置工事は不要です。※必ず電源が必要です。
※雨天時や水気のある場所でのご使用はお控えください。
※LED投光器・送風機の故障による保証期間は6ヵ月となります。

◇技術提案（落札）や工事成績アップに効果的な対策として有効です‼◇
「交通量が多い道路での夜間工事における第三者との接触事故防止対策」などのその現場独自の工夫
として評価（加点）につながります。建設業ではまだ導入実績が少ないため新規性があり、特化した課題
解決のための創意工夫として有効です。実際に技術提案して落札につながった実績も増えています。



どんな現場でも使用されるコーンを有効活用

連続文字で
しっかり伝える‼

用途に応じた
種類をご用意‼

コーンにかぶせるだけの簡単設置‼
セーフティーコーン
が工事看板に‼

狭い場所でも使いやすい‼

高輝度反射で夜も目立つ‼

文字やデザインをカスタマイズできます!

■シングルタイプ

■連続タイプ

e-高輝度仕様で夜も目立つ



【製品仕様】

価格
（税別）

【e‐高輝度シート仕様】
■シングルタイプ 規格デザイン（片面） /個
■シングルタイプ 規格デザイン（両面） /個
■連続タイプ 規格デザイン（片面） /個
■連続タイプ 規格デザイン（両面） /個
※連続タイプは、3個（1セット）以上から承ります。
■デザインカスタマイズ（初回のみ） ※要お見積り
※ご用意している背景デザイン・色・文字をカスタマイズできます。オリジナルデザイン
制作はご相談ください。

〒822‐0003 福岡県直方市上頓野2458番地5‐2F

株式会社マサトー

TEL 0949‐26‐2800 FAX 0949‐26‐2807

URL http://manga‐anzenmamoru.jp



NETISのマンガのマサトーだからできる
「ライバルに差をつける」アイデア工事看板

役に立つ創意工夫で工事成績評定加点‼NETIS
のマンガ
登録技術

１ マンガキャラクターやイラストの視覚効果によって、
目立って、見てもらえるため、工事情報をしっか
り伝えることができます!

「第三者の安全対策」の技術提案や、現場の
安全対策、地域貢献、イメージアップなどの創
意工夫による工事成績アップに有効です!

NETISのマンガのマサトーのノウハウによるオリジ
ナリティあふれる看板で差別化を図れます!

◆3つのメリットと効果◆

２

３

Ｗ550×Ｈ1400㎜
縦型タイプ

◇工事現場周辺の第三者の安全確保◇
◇第三者へ工事内容周知＆現場イメージアップ◇

人間には無意識に
人の顔に目がいく習性があり、

人の顔には注意をひきつけるアイキャッチ
効果があります。キャラクターやイラストで、

注目を集めて、ひと目でわかる
「伝わる工事看板」です‼

ご用意したデザインから選ぶだけで簡単!カスタマイズ・オリジナルもできます!

とにかく目立つ!注目を集める!インパクト抜群!

技術提案で落札＆工事成績を上げる‼



■立て看板（縦型）
スチール製・木製枠（二本足）

【親しみのあるキャラクター】
キャラクター効果で注目を集めます!

【見やすいメッセージ】
わかりやすく情報を伝えます!

【会社名・現場事務所名】

ご用意したお好きなキャラクターからお
選びいただけます。オリジナルのキャラ
クターやイラストの制作も可能です。

【選べるベースカラー】
カラフルな色でイメージアップ!

基本色（黄・青・オレンジ・緑）からお
選びいただくか、会社のイメージカ
ラーなどのお好きな色に変更できます。

マサトーのNETISのマンガは最高
のVEランク!独自のアイデア看
板で創意工夫やイメージアップに
よる加点評価に大変有効です‼

ご希望の工事内容や注意喚起など文
字を変更できます。

550㎜

14
00
㎜

会社名や現場事務所名など文字を変
更できます。

【MA550-A1】 【MA550-A2】 【MA550-A3】 【MA550-A4】 【MA550-A5】 【MA550-A6】

【MA550-C1】 【MA550-C2】 【MA550-C3】 【MA550-C4】 【MA550-C5】 【MA550-C6】

【既製デザイン『あんぜんまもるくん』】

注目を集めてわかりやすくて伝わるマンガキャラ工事看板

※選べる看板3タイプ※
無反射・反射・ 高輝度タイプ

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、共感を得られてイ
メージアップにつながります。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。



■立て看板（縦型）
スチール製・木製枠（二本足）

【親しみのあるキャラクター】
キャラクター効果で注目を集めます!

【見やすいメッセージ】
わかりやすく情報を伝えます!

【会社名・現場事務所名】

ご用意したお好きなキャラクターからお
選びいただけます。オリジナルのキャラ
クターやイラストの制作も可能です。

【選べるベースカラー】
カラフルな色でイメージアップ!

基本色（黄・青・オレンジ・緑）からお
選びいただくか、会社のイメージカ
ラーなどのお好きな色に変更できます。

マサトーのNETISのマンガは最高
のVEランク!独自のアイデア看
板で創意工夫やイメージアップに
よる加点評価に大変有効です‼

ご希望の工事内容や注意喚起など文
字を変更できます。

550㎜

会社名や現場事務所名など文字を変
更できます。

【MC550-A1】 【MC550-A2】 【MC550-A3】 【MC550-A4】 【MC550-A5】 【MC550-A6】

【MC550-B1】 【MC550-B2】 【MC550-B3】 【MC550-B4】 【MC550-B5】 【MC550-B6】

【既製デザイン『工事キャラクター』】

注目を集めてわかりやすくて伝わるマンガキャラ工事看板

※選べる看板3タイプ※
無反射・反射・高輝度タイプ

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、共感を得られてイ
メージアップにつながります。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。

14
00
㎜



【注目を集める有名マンガのひとコマ】
有名マンガ効果で注目を集めます!

【見やすいメッセージ】
わかりやすく情報を伝えます!

【会社名・現場事務所名】

ご用意したマンガのひとコマからお選び
いただけます。マンガのコマはどんどん
追加していく予定です。

マサトーだけの「ブラックジャックによろ
しく」とのコラボレーション工事看板で
す。今までになかったスタイリッシュな
デザインに仕上げました。
©「ブラックジャックによろしく」 佐藤秀峰 マサトーのNETISのマンガは最高

のVEランク!独自のアイデア看
板で創意工夫やイメージアップに
よる加点評価に大変有効です‼

ご希望の工事内容や注意喚起など文
字を変更できます。

550㎜

会社名や現場事務所名など文字を変
更できます。

【BJ550-A1】 【BJ550-A2】 【BJ550-A3】 【BJ550-A4】 【BJ550-A5】 【BJ550-A6】

【BJ550-B1】 【BJ550-B2】 【BJ550-B3】 【BJ550-B4】 【BJ550-B5】 【BJ550-B6】

【既製デザイン『「ブラックジャックによろしく」コラボレーション』】

有名マンガと工事現場のコラボ看板でイメージアップ‼

※選べる看板3タイプ※
無反射・反射・高輝度タイプ

14
00
㎜

マンガ「ブラックジャックによろしく」と
のコラボレーションを実現!
有名マンガによる注目度とインパク
トは抜群!さらにライバルと差をつけ
る攻めた創意工夫で工事現場のイ
メージアップを図ることができます!

■立て看板（縦型）
スチール製・木製枠（二本足）



■立て看板（縦型）
スチール製・木製枠（二本足）

【ひと目で工事内容がわかるイラスト】
工事への理解を深めます!

【見やすいメッセージ】
わかりやすく情報を伝えます‼

【会社名・現場事務所名】

ご用意した工事内容イラストからお選
びいただけます。オリジナルの工事内
容イラストの制作も可能です。

【選べるベースカラー】
カラフルな色でイメージアップ‼

基本色（黄・青・オレンジ・緑）からお
選びいただくか、会社のイメージカ
ラーなどのお好きな色に変更できます。

マサトーのNETISのマンガは最高
のVEランク!独自のアイデア看
板で創意工夫やイメージアップに
よる加点評価に大変有効です‼

ご希望の工事内容や注意喚起など文
字を変更できます。

550㎜

会社名や現場事務所名など文字を変
更できます。

【KI550-AG】 【KI550-AB】 【KI550-AY】 【KI550-AO】 【KI550-AG】 【KI550-AB】

※デザインの種類は、工事内容イラストとベースカラーとメッセージ（文字）の組み合わせによるものとなります。

【既製デザイン『工事内容イラスト』】

工事内容をイラストでわかりやすく伝える工事看板

※選べる看板3タイプ※
無反射・反射・高輝度タイプ

文字だけでなくイラストを入れること
によって、工事の周知と内容が視覚
的に伝わり、工事への理解が深まる
とともに協力が得られやすくなり、円
滑な工事進行につながります。イメ
ージアップの工夫の第一歩です。

【工事内容イラスト（一部）】 ※150種類以上の工事内容のイラストをご用意しています。オリジナルイラストの制作もできます。

14
00
㎜


