
更新日 2018/07/26

宛先：

EMAIL: rijpnpi@rotary.org  

商品番号 品目 数量 単価 金額 商品番号 品目 数量 単価 金額

001-JA
新入会員候補者向け資料：
自分にできること　今日から始めよう　[5枚1組]

$1.25 会員増強ガイド　

006-MU 会議用書類フォルダー　(青色・紙製二つ折り) $2.00 地域に合った計画を立てよう

035-EN 2016年手続要覧　英語版 $4.00 419-JA ロータリー紹介用カード（ロータリーとは）　[50部1組] $4.00

035-JA 2016年手続要覧　日本語版 $4.00

084-JA ロータリー平和フェローシップ･パンフレット 無料 新会員歓迎キット

(006,187,419, 528, 595, 699のセット)

089-MU ロータリー平和センターピン[100個1組] $80.00

4410-JA 戦略計画パンフレット　 [10部1組] $1.50

099-JA ポール・ハリス・ソサイエティ・パンフレット 無料

159-JA ロータリー財団携帯用カード 2017年版　[10枚1組] 無料 516-JA Better Together ロータリーとのパートナーシップ
無料、1注文に
つき2部まで

168-JA ロータリー: ご支援がかたちになるとき 無料、部数限定 528-EN Proud Member ステッカー $1.25

169-ＪＡ ロータリーの重点分野 $2.00

187-JA 国際ロータリー/ロータリー財団年次報告　2016-17年度版 無料、部数限定

219-JA ロータリー財団参照ガイド　(2017年版) $3.00
595 JA

奉仕と友情の輪を広げよう （旧ロータリーの基本知識） $1.00

600-JA インターアクト推進用カード [10枚１組] $1.50

222-JA クラブを成功に導くリーダーシップ：会長編 (2019-22年度版） 無償、部数限定 605-JA 地域調査の方法 $2.00

636-JA RYLA推進用カード  [10枚１組] $1.50

地区を成功に導くリーダーシップ 663-JA ローターアクト推進用カード [10枚１組] $1.50

ガバナー補佐編（2017-20年度版） 699-JA ロータリーの基本情報 $2.00

元気なクラブ作りのために 755-JA 長期青少年交換推進用カード [10枚１組] $1.50

クラブ・リーダーシップ・プラン 756-JA 短期青少年交換推進用カード [10枚１組] $1.50

地区を成功に導くリーダーシップ 760-JA 新世代交換推進用カード  [10枚１組] $1.50

研修編（2017-20年度版） 801-JA 会員増強のための評価ツール $3.75

地区を成功に導くリーダーシップ 824-JA 明日を支えるロータリーへの遺贈 パンフレット
無料、1注文に
つき1部まで

委員長編（2017-20年度版） 850-JA ロータリー平和センター：平和の願いはきっとかなう 無料、部数限定

2540-JA クラブの健康チェック $1.25 900-18JA 2018-19年度RIテーマとロータリー賞(旧会長賞)パンフレット
無料、1注文に
つき100部まで

915-JA 奉仕の一世紀:国際ﾛｰﾀﾘｰ物語 [革装丁版] $25.00

300-JＡ 地区を成功に導くリーダーシップ $5.50 世界でよいことをしよう：人びとの心に触れた100年

ロータリー財団委員会編（2018-21年度版） ロータリー財団百年誌・革装丁・限定版

世界でよいことをしよう：人びとの心に触れた100年

330-JA ロータリーへの遺贈（遺贈友の会）　パンフレット 無料 ロータリー財団百年誌・ハードカバー装丁・通常版

414-JA 新会員オリエンテーション～クラブの手引き～ $1.25

941-JA End Polio Now ポスター　（オレンジ色）
無料、1注文に
つき2部まで

943-JA ポリオを撲滅する５つの理由　チラシ 無料、部数限定

944-JA 歴史をつくるカウントダウン　パンフレット
無料、1注文に
つき100部まで

945-JA
ポリオを撲滅する５つの理由　ポスター　（グレー）

無料、1注文に
つき2部まで

957-JA Every Rotarian Every Year パンフレット 無料

965-JA
※改訂中

ロータリーの重点分野ガイド $2.00

970-MU 水と衛生　ピン　[100個１組] $80.00

988-MU End Polio Now ピン　[1組100個] $50.00

1000-JA グローバル補助金ガイド $3.00

1ALUMNIPIN ロータリー学友ピン [1個] $5.00

PHF-EN ポール・ハリス・フェロー・メダル $15.00

PHCEN ポール・ハリス・フェロー・フォルダ $5.00

地区番号

ご購入者様名 （ｸﾗﾌﾞID： ）

〒

お届先 ご請求先

TEL : FAX :  EMAIL : 

246-JA $3.00

249-JA $3.00

245-JA 無料

244-JA $3.00

426-JA

547A-JA

お届先
ご住所 :

合計金額

掲載資料はshop.rotary.org (https://shop.rotary.org/) より抜粋しております。
価格は、予告なしに変更されることがございます。

また、ご返品に関して承ることができない場合もございますので、
ご注文の際ご不明点がございましたら、事前にお気軽にお問合せください。

↓クラブ様でご購入の際はクラブ名を、ご個人様でご注文の際はお名前とご所属のクラブ名をご記入ください。

ご請求先

「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド

928-JA

929-JA

国際ロータリー出版物日本語版注文用紙 (抜 粋)

国際ロータリー日本事務局　業務推進・資料室
108-0073 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル24F

TEL:03-5439-5802  FAX:03-5439-0405

資料代金のお支払いは前払いでいただいております。

折返し、請求額をEメールもしくはFAXにてご連絡いたします。
　　　　年　　　　月　　　　　日

417-JA

$25.00

$2.50

$4.95

$5.00

$40.00

★「クラブを成功に導くリーダーシップ」シリーズの 

                             お取り扱いにつきまして 

■ 2019-22 年度用の各種印刷冊子 

✅ 会長編 

 印刷冊子はPETS用資料として、各地区よりクラブへ１部ずつ配布していただく

予定です。追加でご入用の際は、1) 在庫限り 2) 部数限定 3)無償 でお分け

させていただきます。ご注文の際は、本用紙をお使いください。 

在庫がなくなり次第、電子版のみのご案内となります。 

✅ その他７種（会計編、幹事編、各種委員会編） 

 My ROTARY内ラーニングセンターのアップグレードに伴い、オンライン版のみ

のお取り扱いとなります。詳細は追ってご連絡差し上げます。 

 

■ 2016-19 年度用の各種冊子 

 各種冊子（今年度2018-19年度の役員の方までお使いいただく冊子です。)は、

1) 在庫限り 2) 部数限定 3) 無償 でお分けさせていただきます。 

ご入用の際は、1) 冊子名 2) 数量 3) 送付先ご住所 をご記載いただき、 

メールにてご連絡ください。 
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