
 
 

2022 年 4 月 25 日 

都道府県協会 各位 

加盟クラブ(第 1～6 種) 各位 

公益財団法人日本ライフセービング協会 

（事務連絡） 

 

器材支援のお知らせ ＜１次募集＞ 

～2022 年度・日本財団助成事業～ 

 

平素より皆様方におかれましては監視・救助活動にご尽力いただきまして厚く御礼申し上げます。 

この度、2022 年度日本財団助成事業により都道府県協会及び加盟クラブを対象に「器材支援」（レスキュー

ボード／レスキューチューブ／ボードラック）を実施いたします。下記をご確認のうえ所定の「申請用電子

フォーム」からお申込みください。 

各位より行政をはじめとする海水浴場開設者及びプール施設管理者等に働きかけて器材整備の基盤づくり

に役立ててください。監視救助活動のほか年間諸活動で幅広くご活用ください。 

なお、申請多数によりご希望に沿うに至らない場合や、コロナ禍による物流への影響により当初予定の納

品期日に変更がある場合もございますのであらかじめご了承下さい。 

また、１次募集の申請状況によっては年度内に再度募集を実施する場合もございます。 

 

記 

 

１． 器材支援物品（詳細は後頁参照） 

1. レスキューボード   （助成予定本数  60 本） 

2. レスキューチューブ  （助成予定本数 180 本） 

3. ボード用ビーチラック （助成予定本数  60 本） 

 

２． 要件 

1. 申請時に 2022 年度加盟クラブとして団体登録を済ませていること。 

2. 年間を通じてライフセービングに関わる活動に取り組んでいること。 

3. 年間を通じて器材の保管・修繕等の管理ができること。 

4. 第三者に譲渡・貸与・販売等しないこと。 

5. 各器材について購入負担金（販売価格の 20％）を納入できること（請求書は後日送付）。 

製品番号 器材区分 購入負担金（税込/送料込） 

01-S-BH ボード/ハード 34,760 円/本 

02-S-BS ボード/ソフト 34,760 円/本 

03-S-BH-E ボード/ハード 39,160 円/本 

04-S-BS-E ボード/ソフト 39,160 円/本 

05-T-BH ボード/ハード 39,160 円/本 

06-T-BS ボード/ソフト 39,160 円/本 

07-K-BS ボード/ソフト 34,600 円/本 

08-T レスキューチューブ 3,630 円/本 

09-S-R ボードラック 3,340 円/本 

10-T-R ボードラック 3,260 円/本 

 

 

 

 



 
３． 器材支援の流れ 

5 月 16 日 ；午前 10 時 申請締切 

6 月上旬 ；申請集約、納品先確認 

6 月下旬以降；納品開始 ※器材別の納品予定日は器材一覧表に記載 

8 月上旬  ；請求書送付 

8 月下旬  ；受領書及び活用状況写真等の提出/支払締切 

 

４． 申請方法 

1. この書式は、ホームページ「ニュース」欄にも掲載いたします。 

2. 下記の申請用電子フォームから申請してください。 

3. 申請締切 ５月 16 日（月）午前 10 時 

4. 各製品の受付予定本数を上回るお申込みが発生した場合は先着順となります。 

5. 申請時の個人情報は器材支援に関してのみ使用し、各業者及び配送会社等より必要に応じて連絡

する場合がございますのであらかじめご了承ください。 

6. 請求書・受領確認書・報告用写真の提出等の諸連絡は、後日別送でご案内いたします。 

7. 報告写真については、各種活動での使用の様子や荷受時の様子等（日本財団ロゴマーク掲出／３点

程度）を記録してください。後日受領書とともにご提出いただきますので可能な範囲で記録してお

いてください。 

 

申請用電子フォーム 

https://forms.gle/pJW49TFK5Ch2qJTr7 

 

【申請フォーム入力記録メモ】 

 申請用電子フォームには下記の項目を入力していただきます。入力記録メモとしてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入日 2022 年（   ）月（   ）日 

申請担当者 メールアドレス ※JLA 事務局から諸連絡をメールします 

都道府県協会名またはクラブ名  

申請担当者 住所 ※記載住所に請求書を送付します 

申請担当者 氏名  

申請担当者 電話番号  

納品受取先 住所 ※確実に荷受けできる住所を記入してください 

納品受取先 氏名  

納品受取先 電話番号  

納品受取の特記事項  

申請本数 

※製品番号や本数に間違いがないか送信前

に再確認してください。 

01-S-BH ボード/ハード  （    ）本 

02-S-BS ボード/ソフト  （    ）本 

03-S-BH-E ボード/ハード  （    ）本 

04-S-BS-E ボード/ソフト  （    ）本 

05-T-BH ボード/ハード  （    ）本 

06-T-BS ボード/ソフト  （    ）本 

07-K-BS ボード/ソフト  （    ）本 

08-T レスキューチューブ  （    ）本 

09-S-R ボードラック  （    ）本 

10-T-R ボードラック  （    ）本 



 

器材支援物品 ＜１次募集＞ 

※各製品の受付本数（目安）を上回るお申込みが発生した場合は、先着順となります。 

製品 

番号 
器材仕様 対応予定数 

負担金 

(税/送込) 

01- 

S-BH 

 GUARD 社製 2016 ハード 

取扱：(株)櫻井興業 

長 3.2m×幅 58cm×厚 18cm×約 12kg 

※両側ハンドグリップ 

※取り外し式スケッグ 

https://lifeguard.co.jp/archives/1.html 

１５本 

 

<納品予定> 

7 月上旬 

\34,760 

02- 

S-BS 

 

GUARD 社製 2016 ソフト 

取扱：(株)櫻井興業 

長 3.2m×幅 58cm×厚 18cm×約 12kg 

※両側ハンドグリップ 

※取り外し式スケッグ 

https://lifeguard.co.jp/archives/60.html 

２０本 

 

<納品予定> 

7 月上旬 

\34,760 

03- 

S-BH-E 

 

GUARD 社製 2022 ハード 

取扱：(株)櫻井興業 

長 3.2m×幅 56cm×厚 16cm×約 10.6kg 

※両側ハンドグリップ 

※取り外し式スケッグ 

https://lifeguard.co.jp/archives/3373.html 

１５本 

 

<納品予定> 

7 月中旬 

\39,160 

04- 

S-BS-E 

 

GUARD 社製 2022 ソフト 

取扱：(株)櫻井興業 

長 3.2m×幅 57.5cm×厚 15cm×約 10.6kg 

※両側ハンドグリップ、ロープストラップ 

※取り外し式スケッグ 

https://lifeguard.co.jp/archives/3379.html 

２５本 

 

<納品予定> 

7 月中旬 

\39,160 

05- 

T-BH 

  

BENNETT 社製 ハード 

取扱：(株)ＴＫＳ 

長 3.2m×幅 58cm×厚 18cm×約 12kg 

※両側ハンドグリップ 

※取り外し式スケッグ 

https://www.tks-

lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-

13507724690 

５本 

 

<納品予定> 

9 月上旬 

\39,160 

06- 

T-BS 

 

BENNETT 社製 ソフト 

取扱：(株)ＴＫＳ 

長 3.2m×幅 58cm×厚 18cm×約 10kg 

※両側ハンドグリップ 

※取り外し式スケッグ 

https://www.tks-

lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-

13507724690 

５本 

 

<納品予定> 

9 月上旬 

\39,160 

https://lifeguard.co.jp/archives/1.html
https://lifeguard.co.jp/archives/60.html
https://lifeguard.co.jp/archives/3373.html
https://lifeguard.co.jp/archives/3379.html
https://www.tks-lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-13507724690
https://www.tks-lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-13507724690
https://www.tks-lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-13507724690
https://www.tks-lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-13507724690
https://www.tks-lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-13507724690
https://www.tks-lifesaving.com/bennetthard/#cc-m-product-13507724690


 

 

５． お問合せ 

日本ライフセービング協会 事務局 〒105－0013 東京都港区浜松町 2－1－18 トップスビル 

E-mail  patrol@jla.gr.jp 

TEL    03-3459-1445 (平日 12:00-18:00)  FAX 03-3459-1446 

 

07- 

K-BS 

 

CTC 社製 ソフト 

取扱：GLID EGEAR 

長 3.21m×幅 55cm×厚 16cm×約 11.6kg 

※両側ハンドグリップ 

※取り外し式スケッグ 

https://glidegear.theshop.jp/items/61479450 

５本 

 

<納品予定> 

受注後即納 

\34,600 

08-T 

 

レスキューチューブ 

マリンレスキュープロダクト社製品 

取扱：(株)櫻井興業、(株)ＴＫＳ 

長 105cm×幅 14cm×厚 7cm×約 1kg 

ベルトの長さ 約 270cm 

１８０本 

 

<納品予定> 

7 月上旬 

\3,630 

09- 

S-R 

 

ボード用ラック 

取扱：(株)櫻井興業 

※Ｙ型アルミ製軽量 

※支柱の埋め込み部分の長さ 約 50cm 

３０本 

 

<納品予定> 

7 月中旬 

￥3,340 

10- 

T-R 

 

ボード用ラック 

取扱：(株)ＴＫＳ 

※Ｙ型スチール製 重量 2.8kg 

※レギュラータイプ 全長 120cm 

３０本 

 

<納品予定> 

7 月上旬 

￥3,260 

mailto:patrol@jla.gr.jp
https://glidegear.theshop.jp/items/61479450

