
犬のフン苦情、マナーにお困りではございませんか？
愛犬家マナーアップキャンペーン>啓発用マナーグッズのご案内

私どもハルカファミリークラブ（概要、活動内容はこちら）は、再生紙を利用した犬のフン処理用紙

スコップ、「ハルカのペーパースコップ」（誕生物語はこちら）をはじめとした、フン処理用マナーグッ

ズをご案内させていただいております。

　「愛犬と散歩中の飼主が、手にフン処理用具を持っていない姿」

　「道に落とされたまま、干からびている犬のフン」

　「フンを踏んづけてしまった靴の跡」　

などの光景を見かける度に、商品を販売している者として私どももガッカリしてしまいます。

また飼主、市民の方から

　「散歩コースにフンが落ちていると自分が処理していないのではと思われるのがイヤ」

　「飼主が処理していないだけなのに、ワンちゃんが白い目で見られるのがかわいそう」

　「小さい子どもを遊ばせる公園や砂場にフンが落ちていて、安心して遊ばせられない」

といった声もよく聞きます。

啓発事業を行っている皆様も同じよう光景を見られたり、そういった声を聞かれたりしませんでしょうか？

広報で呼びかけ、立て看板を立て呼びかけているが、そのそばでフンを見かけたり、「フンを何とかし

てください」といった苦情があったりすると「どうして？」という気持ちになられるかと思います。

飼主の気持ち、印象に残るメッセージ性の強いマナーグッズで、
マナーアップのお手伝い

自治体の皆様にご案内して約１０年。延べ 450 を超える自治体の皆様（納入実績はこちら）

に、変わらずに「ペーパースコップ」をはじめとした啓発用マナーグッズを使っていただい

ている理由。

それは
　↓



特徴１：　フンを処理するという機能性だけでなく、

子どもの目線から「マナーを守ろう」という

メッセージ（誕生物語はこちら）性の強さです。

子ども目線から伝えるメッセージ性の強さ

特徴２：　

啓発メッセージを飼主に伝えるオリジナル表紙デザイン

啓発用チラシも兼ねた表紙デザインも含め

現在４種類をご案内中

商品のかわいらしさ、ユニークさ

特徴３：ワンちゃんをかたどったかわいらしさ、そして

　　　　平面の再生紙がアッという間に立体的な紙スコップ

　　　　になるユニークさ。持ち帰り袋も黄色をベースにした

　　　　かわいらしいオリジナルの袋を使用しています。

活用場面を見る　　　　　　　　マナーグッズを見る　　　　　　表紙デザインを見る　　　　　　　　　　　　

刷込み見本を見る　　　　　　　納期・発注方法を見る　　　　　納入実績を見る　　　　　　　　　　　　　　　

お試しセットを見る　　　　　　特徴とQ&Aを見る　　　　　　詳細をダウンロード (pdf)



購入いただいた自治体の皆様には啓発事業のいろいろな場面で
ペーパースコップをはじめとしたマナーグッズを

活用いただいています

１．狂犬病予防注射時での配布
　　●注射の際、注射済処理票とともに飼主の方に直接手渡して啓発を呼びかけます。

　　●動物病院で注射を受ける飼主にも、配布できるよう病院窓口用ディスプレイスタンドをご提供

　　　しています。

２．登録窓口での配布
　　●犬を飼い始めて、気持ちも新たなときに「マナー」を呼びかける

　　●ディスプレイスタンドを利用し、窓口で呼びかけます（初回、お試しセットはこちら）

３．しつけ教室での配布
　　●もっと愛犬と楽しく過ごしたいと思っている飼主に「マナー意識」も持ってもらう絶好の機会

４．動物愛護イベントでの配布
　　●動物愛護週間に合わせて行われるイベント、他のイベントでの来場者に配布。

　　●ペーパースコップは飼主だけでなく、商品を考案した同世代の子どもたちにも「アイディア」

　　　「リサイクル」について考えるきっかけづくり（ペーパースコップ教室、タダで作る方法はこちら）とし

　　　て喜ばれています。

活用場面



啓発用マナーグッズには定番のペーパースコップをはじめ、
５種類ございます。

自治体の皆様の地域に合わせたマナーグッズをお選びいただけます。
各マナーアップグッズを最低注文数以上のご注文で

送料無料、ディスプレイスタンド１個サービスさせていただきます。

マナーグッズ

A. ペーパースコップ１枚組　　　　　　

B. ペーパースコップ２枚組　　　　　　

C. ペーパースコップ３枚組　　　　　　

D. 持ち帰り袋３枚　　　　　　

E. 持ち帰り袋２枚＆ちり紙６枚　　　　　　

●価格　５0円（税別）
●内訳：持ち帰り袋２枚、ちり紙６枚

●最低ご注文数：500 セット～

●価格　５０円（税別）
●内訳：持ち帰り袋３枚

●最低ご注文数：500 セット～

●価格　１０0円（税別）
●内訳：ペーパースコップ３枚、持ち帰り袋３枚

●最低ご注文数：200 セット～　

●価格　７0円（税別）
●内訳：ペーパースコップ２枚、持ち帰り袋２枚

●最低ご注文数：300 セット～　

●価格　４0円（税別）
●内訳：ペーパースコップ 1枚、持ち帰り袋 1枚

●最低ご注文数：500 セット～　
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表紙デザイン

デザイン

表紙タイトルとデザインの特徴

1. 持ちカエル

フンを持ち帰るという言葉の「持ち帰る」をカ

エルとかけて「持ちカエル」とした可愛いらし

い表紙デザインです。やさしくメッセージを伝

えたい地域に好評いただいています。

2. お家に持って帰ろうね

女の子が散歩しているシーンをカルタ風にデザ

インした表紙です。シンプルですが、

「お家に持って帰ろうね」という強いメッセージ

性が好評です。

3. 愛犬家３つのグッドマナー
パッケージ内に愛犬家３つのグッドマナーとして

・登録・狂犬病予防注射、・散歩のリード、・フン
の持ち帰りといった、守っていただきたいマナー
を３つ記載いたしました。裏面にもメッセージを

記載していますので、啓発用チラシも兼ねた使い

方もできる表紙です。

4. あなたのマナーにありがとう

切り取って使っていただける「ペーパースコッ

プの型」をパッケージ内にデザインいたしまし

た。表紙デザインの型を利用してペーパースコッ

プが作成できますので、飼主の方へのアピール

になると考えております。自分達でも作ること

ができる表紙デザインです。

オリジナルの表紙デザインを現在４種取り揃えています。

裏　　　　　表

裏　　　　　表

裏　　　　　表

裏　　　　　表

１

２

３

４

デザイン

デザイン

デザイン



刷込み見本

表紙に自治体名やメッセージの刷込みをどうぞ。

刷込み見本を参考に、オリジナルな刷込みメッセージも作成可能です。刷込みイメージを

ご覧になりたい場合はメールにて刷込み見本をｐｄｆでお送り致します。

肝属地区狂犬病予防推進協議会

あなたのマナーにありがとう！
犬も見てるよ！
　　　　あなたのマナー

 吉 富 町

フンは残さず持ち帰り　
　　　家庭で処理しましょう

きれいなまちはマナーから
フンは必ず後始末を

　みやま市環境衛生組合連合会

マナーを守って楽しい散歩

　宮若市環境衛生連合会

マナーがつくるきれいな森町

森町環境衛生自治推進協会

あなたのマナーで
　　　　　きれいな街に！

江 別 市

注文総額５万円より、刷込み印刷が無料となります！
商品を選び、表紙デザインが決まりましたら、マナーアップキャンペーンとして５万円以上

のご注文で自治体名を表紙に無料刷込みさせていただきます。

※5万円以下のご注文でも別途10,000円（税別）にて承ります。

飼い主のマナーで住みよい町づくり

　 　　大分県獣医師会  中津支部

　 　　中津市畜犬取締推進協議会

モラルを守り、愛情と責任を持って

　　　　　　　　　      正しく飼いましょう！

東近江市

ありがとうワン！
　愛犬も喜ぶあなたのマナー

宇多津町

迷子になったら保健所に連絡を！

倉敷市保健所

あなたのマナーにありがとう
大館市 市民課 生活相談係
　（☎0186-43-7044）

あなたのマナーで

　　　クリーンな富良野市を！ 



納期、お支払い、無料見本サンプル、御見積、
ご注文、お試しセットのお申込みなど。

発注方法

納　期について　　

　・納期は・・・約２週間です。繁忙期は納品まで２週間以上、いただくことがございます。　　　

　　　　　　　　＊お急ぎの場合はご相談ください。

お支払いについて　

　・お支払いは・・・納品の際に、振込先を記載しましたご請求書、納品書を同梱致します。請求書

　　　　　　　　　　分割、宛名の変更はご相談ください 。

商品について：Q&A 形式

　・５万円以下の注文だけど刷込みをしたいのですが？

　　　→　5万円以下のご注文で刷込みをご希望される場合は別途 10,000 円（税別）を頂戴してお　
　　　　　ります。
　・後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　

　　　→　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。
　・何百何十セットといった注文も可能ですか？　

　　　→　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

無料見本サンプルについて：お問合せフォームよりお申し込みください

　・１週間以内にお届けいたします。　

お見積について：お問合せフォームよりお申し込みください

　・御見積になりたい商品、数量を記載しご依頼ください。表紙デザインの選択、刷込み内容はご注

　　文時に決めていただければ結構です。　

ご注文：ご注文 FAX ページでお申し込みください

　・マナーグッズの選定と数量の決定、表紙デザインの選択、刷込み内容を記載の上、お申込みくだ

　　さい。確認次第、折り返しご連絡させていただきます。

お試しセット 5000 円（初回注文限定）：ご注文 FAX ページでお申し込みください

　・啓発用として試してみたいが、まずは登録窓口において反応を見てみたいと思われる自治体の皆

　　様向けのセットです。＊初めての注文に限ります。

　　5,000 円（税別、送料込）で商品（タイプ A-100 セット、タイプD-80 セット、　タイプ E-80 セットの
中から一つ）、表紙デザイン（①～④の中から一つ）を選んでいただければディスプレイスタンド１つを
セットにしてお届けいたします。



・機能性も大事だがメッセージ性（誕生物語はこちら）が大事

・ワンちゃんのイラストが入ったスコップがかわいらしい

・型をとって、使うことができる

 　 １枚組・・・価格が最も安く、多くの飼主にしっかり届けられる

　 ２枚組・・・価格と量のバランスがちょうどいい

　 ３枚組・・・繰り返し使用していただけることでマナー意識をしっかり持ってもらう。

　　　　　　　しつけ教室など参加者が限られる場面での配布。

Q 　ペーパースコップは使い捨てではありませんか？
　　A 　付属の袋にまずスコップごと手を通して、袋越しにつかむことでスコップは汚れず繰り返

　　　　し 使えます。

　　A 　使用前にご家庭にある不要な厚紙（牛乳パックなど）に型をとって何枚でも複製できます。

　　　　（タダで作る方法はこちら）

Q  うまくフンをつかむコツはありますか？
　　A 　スコップ内のワンちゃんの耳の部分に指を置いてはさむようにすると楽につかめます。　

　　　　（ペーパースコップの使い方こちら）

Q　タダで作る方法をもっと飼主の方に知らせたいのですが・・・
　　A 　広報誌に掲載し、ＰＲしていただくことも可能です。

　　　 （お問合せフォームよりお申し込みください）

　　　

Q 　袋、スコップの枚数の組合せを替えられますか？
　　A 　袋 1枚、スコップ 2枚の組合せなど自由にアレンジできます。ご相談ください。

Q 　後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　
　　A 　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

・袋に手をとおし、フンをつかんでひっくり返して袋の口を結ぶ。手軽に袋だけでフンを処理でき

　ます。

・袋がカラフルで表面下部が濃紺で印刷されていることでフンが目立たない

・フン処理だけでなく、普段のちょっとしたゴミ袋として使える

Q　袋を広げたときの大きさはどれくらいですか？　
　　A 　たて約３１㎝　×　よこ約２０㎝

Q　袋は裏面もプリントされていますか？　
　　A 　表面のみのプリントです。表面下部は濃紺にプリントされています。

Q　袋の素材は何ですか　　　　　
　　A 　ポリエチレンを使用しています。

Q 　袋を１セット 3枚から増やすことは可能ですか　　
　　A 　可能です。５枚、６枚などご希望に応じて御見積させていただきます。

Q　後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　
　　A 　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

・フンを処理した後、トイレに流すことを推奨している地域より好評いただいています。

　ちり紙をフンの上にかぶせ、つかむようにして袋へ入れる。持ち帰ってトイレに流す。

　３枚ずつの使用をイメージし、２回分使える。

・持ち帰り袋だけでフンを処理し、ちり紙はワンちゃんの汚れふき等に使うといった使い方もでき

　ます。

・袋と紙の一体型でないので、飼主のやりやすいフン処理方法を選べます。（袋だけ、ちり紙だけ）

Q　ちり紙と袋は一体型になっていますか？
　　A 　体型でありません。6枚重ねになっているちり紙を 2～ 3枚とっていただき、フンにかぶ

　　　　せ処理していただきます。

Q　ちり紙を広げた時の大きさはどれくらいですか？
　　A 　たて約 22 ㎝×　よこ約 16 ㎝

Q　後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　
　　A 　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

タイプ A　100 セット

タイプD　80 セット

タイプ E　80 セット

特徴とQ&A

特徴・選んでいただいている理由とQ&A

ペーパースコップセット：マナーアップ A~C

持ち帰り袋 :マナーアップD　



・機能性も大事だがメッセージ性（誕生物語はこちら）が大事

・ワンちゃんのイラストが入ったスコップがかわいらしい

・型をとって、使うことができる

 　 １枚組・・・価格が最も安く、多くの飼主にしっかり届けられる

　 ２枚組・・・価格と量のバランスがちょうどいい

　 ３枚組・・・繰り返し使用していただけることでマナー意識をしっかり持ってもらう。

　　　　　　　しつけ教室など参加者が限られる場面での配布。

Q 　ペーパースコップは使い捨てではありませんか？
　　A 　付属の袋にまずスコップごと手を通して、袋越しにつかむことでスコップは汚れず繰り返

　　　　し 使えます。

　　A 　使用前にご家庭にある不要な厚紙（牛乳パックなど）に型をとって何枚でも複製できます。

　　　　（タダで作る方法はこちら）

Q  うまくフンをつかむコツはありますか？
　　A 　スコップ内のワンちゃんの耳の部分に指を置いてはさむようにすると楽につかめます。　

　　　　（ペーパースコップの使い方こちら）

Q　タダで作る方法をもっと飼主の方に知らせたいのですが・・・
　　A 　広報誌に掲載し、ＰＲしていただくことも可能です。

　　　 （お問合せフォームよりお申し込みください）

　　　

Q 　袋、スコップの枚数の組合せを替えられますか？
　　A 　袋 1枚、スコップ 2枚の組合せなど自由にアレンジできます。ご相談ください。

Q 　後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　
　　A 　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

・袋に手をとおし、フンをつかんでひっくり返して袋の口を結ぶ。手軽に袋だけでフンを処理でき

　ます。

・袋がカラフルで表面下部が濃紺で印刷されていることでフンが目立たない

・フン処理だけでなく、普段のちょっとしたゴミ袋として使える

Q　袋を広げたときの大きさはどれくらいですか？　
　　A 　たて約３１㎝　×　よこ約２０㎝

Q　袋は裏面もプリントされていますか？　
　　A 　表面のみのプリントです。表面下部は濃紺にプリントされています。

Q　袋の素材は何ですか　　　　　
　　A 　ポリエチレンを使用しています。

Q 　袋を１セット 3枚から増やすことは可能ですか　　
　　A 　可能です。５枚、６枚などご希望に応じて御見積させていただきます。

Q　後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　
　　A 　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

・フンを処理した後、トイレに流すことを推奨している地域より好評いただいています。

　ちり紙をフンの上にかぶせ、つかむようにして袋へ入れる。持ち帰ってトイレに流す。

　３枚ずつの使用をイメージし、２回分使える。

・持ち帰り袋だけでフンを処理し、ちり紙はワンちゃんの汚れふき等に使うといった使い方もでき

　ます。

・袋と紙の一体型でないので、飼主のやりやすいフン処理方法を選べます。（袋だけ、ちり紙だけ）

Q　ちり紙と袋は一体型になっていますか？
　　A 　体型でありません。6枚重ねになっているちり紙を 2～ 3枚とっていただき、フンにかぶ

　　　　せ処理していただきます。

Q　ちり紙を広げた時の大きさはどれくらいですか？
　　A 　たて約 22 ㎝×　よこ約 16 ㎝

Q　後から案内を差し込みたいので、封をしない状態での納品は可能ですか？　
　　A 　可能です。ご注文の際、お伝え下さい。

持ち帰り袋＆ちり紙セット :マナーアップ E

おご意見

当商品、当ホームページをご覧になって、

ご意見・アドバイスがございましたら、

よろしくお願い致します。　
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