（詐欺・悪徳商法の対策防止）

あなたの老後の資金が奪われる！
従来型オレオレ詐欺・キャッシュカード交付型詐欺
架空請求詐欺（一般向け）
24 分

「私は大丈夫」その自信が危ない!
プリペイドカード詐欺･マイナンバー便乗詐欺
老人ホーム入居権詐欺（一般･高齢者向け）

65,000 円

65,000 円

24 分

「買ってきて！」は詐欺です

65,000 円

若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺
（中学生以上・一般）
知っておこう

19 分

個人情報のトラブル

50,000 円
12 分

巧妙化する

詐欺手口に備える

60,000 円
21 分

だまされないための五箇条
急増！高齢者を狙う

特殊詐欺・悪質商法

65,000 円

訪問購入・点検商法・投資詐欺（高齢者向け）

27 分

ねらわれています！あなたも
多発する振り込め詐欺

65,000 円

22 分

だまされない！とられない！
振り込め詐欺・ひったくりから自分を守る（中高年・高齢者向け）

65,000 円

19 分
若者の契約トラブル

しまった! こまった! だまされた!?
ネットトラブル・マルチ商法

12,000 円

12 分+19 分

特殊許欺の中で発生件数と被害額が多い「オレオレ詐欺」「キャッシュカード交付型許欺」「架空請求許
欺」を取り上げ、その事例をドラマ形式で再現しながら、許欺師の巧妙な手口をわかりやすく紹介します。
そして、"少しでも不審に思ったらすぐに相談窓口へ連絡をすること"、さらに、許欺から身を守る最も効
果的な方法として、"防犯電話の設置や留守番電話を活用すること"を強く勧めます。
2019.
電話などで嘘を言って信じ込ませ、金銭を騙し取る「特殊詐欺」事件が後を絶ちません。被害者の多くは
60 代、70 代の高齢者です。特殊詐欺の被害額は、約 476 億円です。この作品では、「プリペイドカード詐
欺」「マイナンバー便乗詐歎」「老人ホーム入居権詐欺」の事例を分かりやすく描き、被害を食い止める方
法を示唆するものです。
2016.
携帯電話やメールを悪用した特殊詐欺でインターネット上での買い物に使えるプリペイド型の「電子マネ
ー」を編し取られる被害が全国で急増しています。この作品では、どのようなケースで若者が標的にされ、
被害が増加しているのか、実際に若者が被害に遭った事例を再現ドラマで描き、それぞれの事例で未然
に被害を食い止める方法を訴えています。
2016.
個人情報の漏洩を防ぐために、家庭でも対策をしましょう。情報化が進んだ環境が私たちの生活をとても
便利にしました。しかし、その環境が「個人情報」の漏洩や減失などの事件を発生させ社会問題になって
います。「個人情報」の漏洩を防ぐために家庭で行ってほしい対策を紹介し、「個人情報」の取り扱い方の
大切さを知ってもらうために制作しました。
2016.
連日のように報道される「特殊詐欺」の被害。
高齢者を狙い巧妙化する詐欺手口の再現映像を検証しながら、その理由と対策を説明していきます。
2016.
「訪問購入」や「点検商法」など、高齢者をねらった悪質詐欺が横行しています。この作品では、その被害
状況などを再現し、予防と対策を紹介します。
2014.
日本における犯罪発生件数は、最近１０年連続で減少していますが、振り込め詐欺は、一旦大きく減少し
たにも関わらず、再び増加傾向に転じています。自分は騙されないと思い込んでいる高齢者が、新たな被
害者となるケースが増えているからです。被害者のほとんどが振り込め詐欺についての知識を持ちながら
も詐欺の被害は後を絶ちません。再現事例映像を検証しながら、対策を明らかにしていきます。 2013.
最近、急増している振り込め詐欺の手口と、街頭でのひったくり事件を取り上げ、これからの犯罪の実態
と、その対策を紹介します。また、地域を犯罪から守る担い手として、中高年を中心に活発に活動している
地域の防犯ボランティア活動のようすを捉えています。犯罪の起こりやすい場所についても、わかりやすく
説明しています。
2009.
このＤＶＤは高校生から新社会人の若者向けに契約トラブルの回避方法と対処方法を学んでもらうことを
目的に制作しました。テーマは若者の生活に欠かすことのできないインターネットと、若者の被害が深刻な
マルチ商法を取り上げています。親しみやすいアニメーションで理解して頂けるように字幕をつけました。
学校の授業や消費者啓発講座などで広く活用していただけるように願っています。
2009.

（ＳＮＳ・インターネット・スマホの防犯対策）

本当はむづかしいネットの動画
動画投稿や配信に潜む危険

60,000 円

15 分

見えないところで起きるトラブル
ネットの危険性を考えよう
（小学校 中・高学年向け）

65,000 円
17 分

ＳＮＳに潜む危険
書き込む内容・載せる動画
（中学生・高校生向け）

65,000 円
22 分

ＳＮＳの危険から子どもを守る
親子でしっかり安全対策
（保護者向け）

21 分

気をつけよう！ケータイ･ネットを使うとき
危険性を考え、ルールをつくる
（小学校・高学年向け）

65,000 円
18 分

ケータイ・ネットここが心配
犯罪から子どもを守る
（指導者・保護者向け）

65,000 円

22 分

便利？それとも危険？
ケータイ・ネットでのコミュニケーションを考える
（中学生・高校生向け）

65,000 円

65,000 円
18 分

動画の投稿や配信が簡単にできてしまう環境から、それに依存しがちなネットリテラシーの低い子供たち
に、動画の投稿や配信が様々な危険を招くかもしれないことを知ってもらうために制作しました。「撮影で
の危険」「投稿による危険」「コメントからの危険」
を収録。
2020.
・はじめに【ネットは楽しいことばかりではない？】・メッセージのやりとり【トラブルになるのを防ぐには？】
・情報を発信する【文字の書き込み、写真や動画の投稿の注意点】・ネットからはなれられない【ネット依存
の危険性と防止策とは？】・
まとめ【困ったときにはすぐに大人の人に相談しよう。】
2018.
・はじめに【ネットのトラブルを防ぐには？】・ネットのコミュニケーション【文字でやりとりする際の注意点や、
ネットいじめについて】・画像や動画の投稿【トラブルの事例を紹介し、注意すべきことを解説】・
SN S をきっ
かけに犯罪被害【犯罪の被害者とならないためには】・
まとめ【ネットの危険性を理解し、使い方についてよ
く考えることが大事である。】
2018.
・はじめに【ネット上でのトラブルや犯罪から子どもを守るには？】ネット依存【子どもがネット依存にならな
いために、保護者が心がけるべきことは？】・画像や動画の投稿【トラブルの事例を紹介し、対処法を解
説】・
SN S と犯罪【SN S の利用をきっかけに犯罪に巻き込まれることも】・
まとめ【ネットの使い方について子
どもとよく話し合い、共に学んでいくことが大切である。】
2018.
今では、小学生の多くが携帯電話を持ち、手軽にメールのやりとりを行い、インターネットから情報を得ら
れるようになっています。そこでこの作品では、そうした中で困ること―「文字のやりとりでけんかになる」「ネ
ットでいじめになる」「ネットが止まらなくなる」「めいわくメールがくる」をテーマに、再現ドラマを交えなが
ら、「ケータイ」「ネット」とうまく付き合うためのポイントを紹介しています。
2015.
中高生の携帯電話普及率は上昇し、子供同士がメールやＳＮＳ上でやり取りをすることも一般的となりまし
た。そうした中で起こっているトラブル事例―「ネット上でのコミュニケーション」「ネットいじめ」「ネットの情
報の見分け方と個人情報」について、わかりやすく解説します。インターネットは使い方を間違えると友達
を傷つけてしまうことを伝え、ルールを守って安全に使うことの大切さを訴えます。
2015.
子供がネットで直面する５つの問題―「文字のやり取りから起こるトラブル」「ネットいじめ」「ネット依存」「個
人情報が盗まれる」「危険なサイト」をテーマに、子供にどのように指導していけばよいのか、わかりやすく
説明します。インターネットとの関わり方や、注意すべき点について、子供とコミュニケーションを取りなが
ら、周りの大人も共に学んでいく必要性を訴えます。
2015.

（誘拐・連れ去り・不審者の防犯対策）
防犯教育アニメーション（幼児・小学生向け）

ズッコケ三人組のぼうはん教室
ゆうかい･連れ去りから自分を守る

65,000 円

17 分

誘拐防止教育アニメーション（幼児・小学校低学年向）
うしわかまるの

ゆうかいからじぶんをまもる！11 分

あぶないめに あったときは？
自分を守れる力を身につけよう（小学生向け）

65,000 円

45,000 円

20 分

不審者がいたら、どうする？

45,000 円

自分を守れる力を身につけよう（中学生向け）

19 分
子てんぐこたろうの

誘拐から身を守るお約束

50,000 円
11 分

こわくなったら にげようね

65,000 円

ゆうかい・連れ去りから自分を守る（小学生向け）

18 分

我が国では、子供の誘拐・連れ去りといった犯罪が暮らしの中で頻繁に起こっています。防犯力をズッコ
ケ三人組にも体験させながら、ただ子供の誘拐・連れ去りに「危ない」「気をつけて」という知識を教えるだ
けでなく、子供自身が「自分で自分を守る力」を身につけていくことの大切さを教えていくものです。
2020.
タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、人間に化けた大魔王から何度も誘拐されそうになります。そこ
でカラス天狗から、誘拐から自分を守るためにはどうすれば良いかを学んでゆきます。牛若丸とともに、視
聴者の子どもたちに誘拐の恐ろしさと、自分で自分の身を守る大切さを伝える内容です。字幕選択式
2018.
小学生が連れ去り・傷害などの被害者となる事件が多発しています。事件が起きているのは、学校や塾の
帰り、道路や近くの公園、マンションのエレベーターなど、子供にとって身近な場所です。この作品では、
身近な場所で犯罪の恐れのある場所を取り上げ、こんな時どうする？と、クイズ形式で問いかけます。子
供自身が考えながら、防犯対策の基本を学べるように構成しています。
2013.
刃物で襲われるなど、中学生が犯罪に巻き込まれる事件が後を絶ちません。この作品では、中学生自身
が犯罪のことや防犯のことを調べる様子を捉えながら、犯罪者の心理、不審者とはどういう人なのか、危険
な場所はどこなのか、万一襲われた場合の身の守り方、友達や周りの人たちと助け合うには、どうしたらよ
いのか、といった内容を描いています。
2013.
小さな子どもの誘拐は、大人の目の届かないところで多く発生します。そこで、誘拐されないためには、子
ども自身が、自ら守るための知識を身につける必要があります。本作品は、現実社会の映像にアニメのキ
ャラクターを組み合わせることにより、リアリティーを持って子どもたちが誘拐から身を守るポイントを学ぶこ
とができます。
2011.
登校・下校の途中、公園などで子どもが巻き込まれやすい誘拐・連れ去りを取り上げます。犯罪が起こりや
すい場所は「入りやすい場所」と「見えにくい場所」であること、それに注目した「地域安全マップ」づくり、
そして犯罪防止と対応のしかたについて紹介します。単に説明するだけでなく、クイズを交えて、子どもた
ちに考えさせる構成になっています。
2009.

誘拐防止アニメーション

イカのおすし

50,000 円

16 分
うたって おどって ゆうかいぼうし
ゆうかい・つれさりにあわない（幼児・小学校低学年向）

ひとりのときがあぶない

各 30,000

円

15 分
ゆうかい・つれさりにあわない（小学校高学年向）

セット価格

自分で自分を守る

50,000 円
15 分

教職員・保護者・地域社会向き

学校を守れ!不審者の侵入を防ぐ

60,000 円

28 分
小学生向き

あっ!危ないきみならどうする

60,000 円
27 分

ニャンダーかめんの誘拐防止 誘拐防止アニメーション

ミーコちゃん ちゃんとチェック

50,000 円

11 分
文部省選定

誘拐防止アニメーション

赤ずきんちゃん ちゃんとチェック

30,000 円

13 分

知らない人についてイカない 知らない人の車にのらない おおごえで叫ぶ。
すぐに逃げて誰かにしらせよう！
アニメによるお話と歌で、誘拐されないためのお約束「イカのおすし」
を学んでいきます。
2007.
本作品では、少女(７歳)が、夢の中で連れ去られそうになったことをキッカケに、イヌのワン太に案内され
て、アニメで描く動物村での誘拐から自分の身を守る方法に興味を持ち、自然に防犯意識を身につけて
いくというストリーです。ユニークなアニメの動物たちが登場し低学年でも楽しんで飽きずに視聴できる内
容となっています。
2006.
本作品では、少女(11 歳)が、夢の中で連れ去られそうになったことをキッカケに、イヌのワン太に案内され
て、アニメで描く動物村での誘拐から自分の身を守る方法に興味を持ち、自然に防犯意識を身につけて
いくというストリーです。ユニークなアニメの動物たちに加え、実写で危険なシーンを再現し、小学校高学
年の子供が理解しやすい内容となっています。
2006.
学校で、２度と痛ましい事故が起こらないよう、子ども達・教職員の命を守るため、学校・家庭・地域が一体
となって安全確保に取り組み、何をすべきかを考える教材ビデオです。
2005.
子供たちの命を守るために、低学年にも親しまれるお姉さんキャラクターとして、春さくらが登下校・遊びの
中・いろいろ危険な場所で登場し、子供たちと一緒に防犯・安全について学んでいきます。このドラマは、
子ども達自身で危険を予測、回避する力を養う作品です。①学校帰り ②外で一人で遊んでいるとき
③公衆トイレ ④エレベーター ⑤一人で留守番しているとき
2005.
ニャンダーかめんと一緒に覚える、誘拐防止の９つのポイント。主人公ミーコちゃんをあの手この手で誘拐
しようとしているドクロ王。自分を守るためには、どうしたら良いのか「ニャンダーかめん」が、チェックポイン
トを教えてくれます。
2001.
赤いビロード頭巾のかわいい女の子「赤ずきんちゃん」を誘拐しようと悪賢い狼が執拗に狙います。赤ずき
んちゃんは９つのポイントをしっかり勉強しながら、魔の手を逃れ、無事におばあさんの家においしいワイ
ンとクッキーを届けることができました。最後にもう一度、ポイントをチェックします。
1998.

（ストーカー・万引き・地域防犯・その他防犯対策）

あなたのそばに危険が・・・

65,000 円

テロから身を守る心がまえ（一般向け）

24 分

日常に潜むテロの脅威

65,000 円

事件に巻き込まれない事業所の対策（企業向け）

26 分

見過ごしてしまった危険
ストーカー対策のポイント（一般女性向け）

65,000 円

ストーカーの手口は多様化し、メールや無料通信アプリを使って脅迫される、という被害も深刻です。
ストーカーから身を守るためにはどのようにしたらよいのか、わかりやすく解説しています。
2015.

65,000 円

配偶者からの D V （ドメスティック・バイオレンス）被害が深刻化しています。D V はなぜ起こり、どのように解
決していったらよいのか、わかりやすく解説しています。
2015.

23 分

日常に潜む DV（暴力）
ドメスティック・バイオレンスから身を守る方法
19 分
（中学生以上・一般（女性）向け）

女性を守る防犯マニュアル
20 分

わたしは許さない

50,000 円

21 分

地域で守る子どもの安全

50,000 円

地域でできる防犯活動

15 分
万引き防止アニメーション

ミミちゃんのてとてとて

個人情報の流出から女性が思いがけない犯罪被害に巻き込まれるケースが増えているため、犯罪事例
をあげ被害を防ぐためにはどうしたらよいかを考えるきっかけにしてもらいます。
2014.

65,000 円

チカン・ストーカーから自分を守る（女性向け）

2016 年だけで、世界で 13,400 件以上のテロ攻撃が起き、34,000 人以上が命を奪われている。特に国際
的な観光地や複数の外国人が集まる場所などが狙われています。予防するための心がけとポイント、万一
遭遇してしまったときに、生き延びるための対処法について紹介します。誰もがテロの危険に直面する時
代、テロから身を守るための道しるべとなることを意図して制作しました。
2018.
コンサート会場など、不特定多数の人々が利用する施設では、実行犯が紛れやすく、多くの人を殺傷し
て社会に大きな恐怖を与えることができます 2020 年オリンピックを控え国内におけるテロの脅威は高まっ
ております。誰もがテロの危険に直面する時代、テロから身を守るための道しるべとなることを意図して制
作しました。
2018.

40,000 円
18 分

主に痴漢、ストーカー行為を取り上げます。女性に対する犯罪では、被害にあった時、どうしたらいいのか
わからない、どこに相談したらいいのかわからないということで泣き寝入りしてしまう被害者が後を絶ちませ
ん。そこで、被害を避けるために心がけること、実際に被害にあってしまったそのとき、被害者自身に何が
できるのかを紹介するとともに、警察や専門機関に相談することの重要性を訴えています。
2009.
近年、子供達を狙った凶悪な犯罪が増加してきています。その多くは登下校時に発生しており、学校や家
庭だけでは防げないのが実状です。そこで地域住民も一体となり、子供達にとって安心で安全な社会作り
をしていかなければなりません。地域として、大人として何ができるか？「自主防犯グループ」の紹介、「個
人」でできる普段からの防犯対策等の紹介、解説をしています。
2006.
子供達にとって、スーパーマーケットや文房具店、本屋、お菓子屋に行けば手に届くとことに欲しい物が
いっぱいあります。お金は払わないで品物をこっそり持って来てしまうこと、これは犯罪です。初めは軽い
気持ちでも、これを繰り返しているうちに犯罪の意識は薄れ、さらに大きな罪を犯すようになります。万引き
は「犯罪」であることを子供にしっかりと理解させなければなりません。
2006.

（薬物・再犯防止関係）
再犯防止啓発ドラマ

フクロウ人形の秘密
（小学校高学年以上・一般向け）

75,000 円
30 分

危険ドラッグ

50,000 円

蔓延する恐ろしい薬物

13 分

人生をダメにしないで！

70,000 円

命を奪う危険ドラッグ違法薬物（中学生以上・一般向き）

22 分

死んでしまうことも
中・高校生に拡がる危険ドラッグ（中学生以上・一般向き）

70,000 円

20 分

薬物乱用と薬物依存

65,000 円

脳をダメにする薬物（中学・高校生向き）

19 分

薬物依存 回復への道 全３巻
70 分

麻薬探知犬が教えてくれたこと
薬物乱用が脳をダメにする（小学・中学・高校生向き）

21 分
※価格は全て本体価格（税抜き）です

セット価格
48,000 円
65,000 円

「社会を明るくする運動」作文コンテスト 法務大臣賞受賞作品映画化。ある小学生の作文に今日的な再
犯防止の問題を加え、脚色した作品です。視聴対象は、小学校高学年から一般。すべての国民が、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない地域社会を築くための一助となることを目指します。
2020.
いつだれが危険ドラッグによる事件・事故に巻き込まれるかわかりません。他人事とは思わず、みなさんが
危険ドラッグのない社会を強く望むことで蔓延する恐ろしい薬物「危険ドラッグ」による事件・事故を根絶す
ることができます。危険ドラッグの存在を決して許してはいけません。
2015.
「違法ドラッグ」全般を取り上げた内容となっています。
①薬物の消費大国・日本 ②薬物依存の怖さ ③薬物依存の悪循環 ④危険ドラッグ汚染
⑤危険ドラッグの身体への悪影響
2014.
「危険ドラッグ」のみを中心に描いた内容となっています。
①命を脅かす危険ドラッグ ②急増する危険ドラッグによる薬物依存
③危険ドラッグを取り締まる東京都④若年化する危険ドラッグ汚染
2014.
近年の薬物乱用の特徴は、低年齢化と女性への浸透といわれています。それを裏付けているのが、中・高
校生の覚せい剤や大麻にかかわる補導人数の急増と、その中での女子を占める割合の増加です。この作
品では、中学生の視点で、たった一度だけでも薬物を乱用すると、身体にどのような影響を与えるか、何
故、薬物乱用が法律上、厳しく罰せれるのかを詳しく調べています。
2010.
家族・友人の薬物依存の問題を誰にも言えず一人で悩んでいませんか？この教材は問題を解決し、
薬物依存症から回復を目指すために知っておくべきことをわかりやすく紹介しています。
第 1 巻：薬物依存症とは何か（22 分）第 2 巻：薬物依存症とその家族（20 分）第 3 巻：薬物依存
症 回復への道（28 分）
各 16,000 円(本体価格) 2010.
子供達が、ちょっとした好奇心や大人への反抗心などをキッカケに薬物乱用を始めないようにするために
は、小学校の時から薬物についての正しい知識を身につけるとともに、自分の健康や行動に責任を持つ
態度を育てることが重要です。作品では、子供達に興味を感じさせる麻薬探知犬を主人公にして、たった
一度だけでも薬物を乱用すると、身体にどのような影響を与えるのかを分かり易く解説しています。 2010.

