
2023年2月13日 現在 （税込価格）

品　　　名 会員価格 一般価格 品　　　名 会員価格 一般価格

　 全訂　警備業法令集 ¥2,090 ¥2,310 　基本書式記載例集 付録付き ¥5,500 ¥7,480
　 警備業法の解説 ¥3,030 ¥3,300 　基本書式記載例ＣＤ－ＲＯＭ ¥2,860 ¥3,520
   警備員必携(B6版) ¥1,540 ¥1,650 　警備保障契約の解説 ¥5,447 ¥5,762
　 指導教育責任者講習教本① （基本編） ¥1,980 ¥2,200   警戒杖術 ¥830 ¥1,047
　 指導教育責任者講習教本② （1号～4号） 各\1,580各\1,760   実践的護身術 ¥1,100 ¥1,362
   指導教育責任者 問題集 (基本編） ¥1,870 ¥2,090 　刺股操作要領 ¥1,040 ¥1,152
   指導教育責任者 問題集 (1号～4号） 各\1,650各\1,870 　小楯・大楯操作要領　 ¥1,150 ¥1,257
　 機械業務管理者講習教本 ¥1,870 ¥1,980 　実践的交通誘導警備 ¥1,930 ¥2,095
　 機械業務管理者 演習問題集（解説編付） ¥2,200 ¥2,420 　事例研究による実践的施設警備業務 ¥1,980 ¥2,200
　 施設警備業務の手引(初級） ¥2,400 ¥2,619   保安警備業務の手引 ¥1,100 ¥1,320
　 特別講習教本　施設警備業務2級（全警協） ¥1,560 ¥1,905   雑踏警備業務の手引 ¥620 ¥838
　 施設警備業務の手引(上級） ¥2,400 ¥2,619   機械警備業務の手引 ¥1,980 ¥2,200
   交通誘導警備業務の手引(初級） ¥2,090 ¥2,409 　身辺警備業務の手引 ¥1,760 ¥1,980
　 特別講習教本　交通誘導警備業務2級（全警協） ¥1,560 ¥1,905 　交通誘導警備業務の手引 ¥1,540 ¥1,760
　 交通誘導警備業務の手引(上級） ¥1,990 ¥2,200 　施設警備業務の手引 ¥1,980 ¥2,200
　 雑踏警備の手引(初級） ¥2,200 ¥2,409 　実践的教育技法 ¥1,980 ¥2,200
　 特別講習教本　雑踏警備業務2級（全警協） ¥1,560 ¥1,905   効果的営業活動 ¥1,930 ¥2,095
　 雑踏警備の手引(上級） ¥2,300 ¥2,515   顧客の信頼を得るための教育訓練の実践 ¥1,980 ¥2,200
　 施設警備業務２級模擬問題集(200問) ¥2,640 ¥3,080   警備業に求められるコンプライアンス実践 ¥1,980 ¥2,200
　 施設警備業務２級模擬問題集(100問) ¥1,540 ¥1,980  　道路使用許可申請マニュアル ¥2,376 ¥2,640
　 施設警備業務１級模擬問題集 ¥2,640 ¥3,080   警備業実務必携　わかりやすい刑法 ¥2,514 ¥2,860
   交通誘導警備業務２級模擬問題集(200問) ¥2,640 ¥3,080  　警備業実務必携　わかりやすい憲法(人権） ¥2,409 ¥2,750
   交通誘導警備業務２級模擬問題集(100問) ¥1,540 ¥1,980   警備員名簿用紙（30枚）全警協作成 ¥580 ¥660
   交通誘導警備業務１級模擬問題集 ¥2,640 ¥3,080   警備員名簿補助用紙（30枚）全警協作成 ¥580 ¥660
　 雑踏警備業務２級模擬問題集（200問） ¥2,640 ¥3,080 　 警備員指導教育責任者のための執務資料 ¥660 ¥1,100
　 雑踏警備業務２級模擬問題集（100問） ¥1,540 ¥1,980   警備員指導教育責任者のための執務資料Ver.2/Ver.3/Ver.4/Ver.6 各\710 各\1,120
　 雑踏警備業務1級模擬問題集 ¥2,640 ¥3,080   警備員指導教育責任者のための執務資料Ｖｅｒ.5　(「警備のえいご」付） ¥920 ¥1,530
　 貴重品・核燃料運搬２級模擬問題集250 ¥2,640 ¥3,080   警備員指導教育責任者のための執務資料Ver.7 ¥815 ¥1,325
　 貴重品運搬警備業務２級模擬問題集（100問） ¥1,540 ¥1,980 　警備のえいご　（単品） ¥205 ¥305
　 貴重品・核燃料運搬１級模擬問題集250 ¥2,640 ¥3,080  　警備員のための実用会話集 ¥1,020 ¥1,220
　 特別講習教本　貴重品運搬警備業務2級（全警協） ¥1,560 ¥1,905   各種申請書用紙
　 警備員教育教本(基本教育編） ¥1,980 ¥2,200   東警協警備手帳 ¥943 ¥1,152
　 警備員教育教本（交通・雑踏）（施設）（運搬）（機械） 各\2,090各\2,200 　《バッジ》
　 イラストで学ぶ「最近の労災事故からの教訓30」 ¥500 ¥880   検定バッジ１級(施設・雑踏・交通・核燃・貴重品)
　 全警協が答える警備業法Ｑ＆Ａ ¥660 ¥1,100   検定バッジ２級(施設・雑踏・交通・核燃・貴重品)
   警備業における外国人対応ハンドブック ¥1,270 ¥1,980   指導教育責任者バッジ(１号～４号)・機械管理者バッジ
　  施設警備業務におけるプール監視業務 ¥1,760 ¥2,200 　《ＤＶＤ》
　  警備業関係用語集 ¥1,540 ¥1,760 　警備員基本動作要領 ¥5,500 ¥7,700
　 重大交通事故現場30事例 ¥1,100 ¥1,320 　交通誘導警備業務 ¥5,500 ¥7,700
 　警備員のための護身術(教本) ¥2,720 ¥3,300 　警戒丈術 ¥5,500 ¥7,700
   警備員のための護身術(ＤＶＤ) ¥3,820 ¥5,500 　Ａセット　（基本動作＋交通誘導） ¥8,800 ¥13,200
   警備員のための護身術(教本+ＤＶＤ)セット ¥6,280 ¥8,800 　Ｂセット　（基本動作＋警戒丈術） ¥8,800 ¥13,200
   セキュリティ・プランナー講習教本　１ ¥5,700 ¥5,940
   セキュリティ・プランナー講習教本　２ ¥2,400 ¥2,420
   セキュリティ・プランナー演習問題集 ¥2,300 ¥2,640
   セキュリティ・コンサルタント講習教本　１ ¥5,230 ¥5,940
   セキュリティ・コンサルタント講習教本　２ ¥3,030 ¥3,080
   セキュリティ・コンサルタント演習問題集 ¥2,300 ¥2,640

　　（一社）東京都警備業協会　窓口取扱い商品一覧 (10%)
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