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HAPPYプログラム資料（セット価格5,000円・送料無料）

院長が考案したアルコール関連冊子を広く皆様のお役にたてていただきたいという思いから、当院では全誌送料無料にてご依頼を承っております。
（単品での依頼もお受けしております。お気軽にご相談ください。）

HAPPYプログラム資料内容詳細

3.　知っていますか？アルコールのこと（A5版）

4.　あなたが作る健康日記（A5版）

5.　あなたが作る健康日記（手帳版）

6.　ワークブック「あなたが作る健康ノート」-基礎編-

7.　ワークブック「あなたが作る健康ノート」-応用編-

※平成26年7月に内容を書き加え第4版を作成しました。

国立病院機構　肥前精神医療センター

これからお酒との付き合い方を変えたいと思っている
方へ。節酒の基礎とコツを知ることができます。AUDIT
をチェックし、自分の目標を立ててもらいます。

無料でダウ
ンロードでき

ます
A4

基礎編を行った方へ。その後の取り組みを振り返って
もらいます。以前の姿に戻りたくないというあなたに対
処法を伝授し、サポートします。

無料でダウ
ンロードでき

ます
A4

オールカラー
お酒と長く付き合うために、その人に合ったお酒との
付き合い方を考えサポートします。
ワークブックの要素も取り入れた、当院オリジナルの
飲酒日記です。

150 A5

これから適切なお酒との付き合い方を学ぶあなたの
成長記録。
当院オリジナルの飲酒日記です。

100 約A6

2.　HAPPYプログラム DVD（第15版）
      ※当院が指定した研修会に参加頂いた方のみに販売
　　　　しております

【収録内容】
・ナレーション付スライド教材
・AUDIT評価
・その他のツール
・テキスト教材
アルコールについて、広く深く理解できる内容です。

3,200 -

オールカラー
飲酒運転防止と生活習慣病予防のための20ステップ
イラストや写真も多く見やすく作られています。

100 A5

商品 内容 価格 サイズ

1.　アルコール問題早期介入のストラテジー
　　HAPPYプログラム使用マニュアル（第4版）

多量飲酒を習慣としている方に対してどのように節酒
指導を行っていくのか、その指導のポイントについて、
これまでの研究成果と実践に基づき分かりやすく説明
していくマニュアル書。

2,000 A4

アルコール問題早期介

入のストラテジー

HAPPYプログラム使用

マニュアル（第4版）

価格：2,000円 HAPPYプログラム

DVD （第15版）

価格：3,200円

知っていますか？

アルコールのこと

（A5版）

価格：100円

あなたが作る健康日記

（A5版）

価格：150円
あなたが作る健康日記（手帳版）

価格：100円

ワークブック

あなたが作る健康ノート

～基礎編～

ワークブック

あなたが作る健康ノート

～応用編～



集団節酒指導プログラム資料（セット価格3,000円・送料無料）

院長が考案したアルコール関連冊子を広く皆様のお役にたてていただきたいという思いから、当院では全誌送料無料にてご依頼を承っております。
（単品での依頼もお受けしております。お気軽にご相談ください。）

集団節酒指導プログラム資料内容詳細

3.　知っていますか？アルコールのこと（A5版）

4.　あなたが作る健康日記（A5版）

5.　あなたが作る健康日記（手帳版）

6.　ワークブック「あなたが作る健康ノート」-基礎編-

7.　ワークブック「あなたが作る健康ノート」-応用編-

冊子のみの購入も可能です
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商品 内容 価格 サイズ

1.　テキスト
　   特定保健指導にも使える集団節酒指導プログラム
　　-初めての方にもできる指導のコツ-

特保と言えばこちら。
HAPPYプログラム福岡市方式をバージョンアップし、
特定保健指導用に。初めての方にもできるように指
導の進め方とそのコツを具体的に示した指導書。
幅広くご注文を頂いており、初めて指導する方にも安
心の内容です。

1,000 A4

2.　集団節酒指導プログラム　DVD
      ※当院が指定した研修会に参加頂いた方のみに販売
 　　　　しております

【収録内容】
・ナレーション付スライド教材
・スクリーニングテスト
・ワークブック＆飲酒日記
・ワークブックを用いたHAPPYマニュアル（福岡市方
式）
・教室進行スライド
・知っていますか？アルコールのこと第2版

2,200 -

オールカラー
飲酒運転防止と生活習慣病予防のための20ステップ
イラストや写真も多く見やすく作られています。

100 A5

オールカラー
お酒と長く付き合うために、その人に合ったお酒との
付き合い方を考えサポートします。
ワークブックの要素も取り入れた、当院オリジナルの
飲酒日記です。

150 A5

これから適切なお酒との付き合い方を学ぶあなたの
成長記録。
当院オリジナルの飲酒日記です。

100 約A6

これからお酒との付き合い方を変えたいと思っている
方へ。節酒の基礎とコツを知ることができます。
AUDITをチェックし、自分の目標を立ててもらいます。

無料でダウ
ンロードでき

ます
A4

基礎編を行った方へ。その後の取り組みを振り返っ
てもらいます。以前の姿に戻りたくないというあなたに
対処法を伝授し、サポートします。

無料でダウ
ンロードでき

ます
A4

知っていますか？

アルコールのこと

（A5版）

価格：100円

あなたが作る健康日記

（A5版）

価格：150円
あなたが作る健康日記（手帳版）

価格：100円

ワークブック

あなたが作る健康ノート

～基礎編～

ワークブック

あなたが作る健康ノート

～応用編～

特定保健指導にも使える

集団節酒指導プログラム

-初めての方にもできる

指導のコツ-

価格：1,000円

集団節酒指導

プログラム
DVD

価格：2,200円



アルコール関連資料のお申し込みについて 

 

【お申し込み手順】 

①先払い…申し込み金額を下記振込先へお振り込みください 

お振り込み先 

銀行名・支店名 佐賀銀行・三田川支店 

口座種別及び口座番号 普通１５２０２１７ 

受取人口座名 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター 

（ヒゼンセイシンイリョウセンター） 

 

②申込…申込用紙に必要事項をご記入のうえ FAX申込書を送信、または郵送してください。 

お振り込み確認後に申込資料を発送いたします。 

価格表 

 HAPPYプログラム 単品価格（各 1部ずつ） セット内容 

1 
アルコール問題早期介入のストラテジー 

 HAPPYプログラム使用マニュアル（第 4版） 
2,000円 1冊 

2 HAPPYプログラム DVD（第 15版） 3,200円 1枚 

3 「知っていますか？アルコールのこと」Ａ5版 100円 1冊 

4 「あなたが作る健康日記」Ａ5版 150円 1冊 

5 「あなたが作る健康日記」手帳版 100円 1冊 

ｾｯﾄ 
「HAPPYプログラム」セット 

（上記 5点に、ワークブック基礎編、応用編各 1冊がつきます） 
合計価格：5,550 円 →セット割引価格：5,000円 

 集団節酒指導プログラム 単品価格（各 1部ずつ） セット内容 

1 

テキスト 

 特定保健指導にも使える集団節酒指導プログラム 

 -初めての方にもできる指導のコツ- 

1,000円 1冊 

2 集団節酒指導プログラム DVD 2,200円 1枚 

3 「知っていますか？アルコールのこと」Ａ5版 100円 1冊 

4 「あなたが作る健康日記」Ａ5版 150円 1冊 

5 「あなたが作る健康日記」手帳版 100円 1冊 

ｾｯﾄ 
「集団節酒指導プログラム」セット 

（上記 5点に、ワークブック基礎編、応用編各 1冊がつきます） 
合計価格：3,550 円 →セット割引価格：3,000円 

※平成 26年 7月に内容を書き加え第 4版を作成しました。 

【ご注意点】 

・「HAPPYプログラム DVD」と「集団節酒指導プログラム DVD」は、いずれも当院が指定した 

研修会に参加頂いた方のみに販売しております。 

・お申し込みは、FAXまたは郵送にてお願い致します。 

・電話での申込みは受け付けておりませんのでご了承下さい。 

・領収書は発行しておりません。振込の際の「控」が領収書となります。 

【お申込先】〒842-0192 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 160 国立病院機構肥前精神医療センター 

教育研修部 電話 0952-52-3231（内 166）FAX0952-52-3618 



国立病院機構 肥前精神医療センター 

教育研修部 担当 宛 

FAX 0952-52-3618   申 込 書 

 
必要事項をご記入のうえ、FAXにて下記までお送り下さい。 

尚、ご記入いただきました個人情報は、送付のためだけに利用させていただきます。ご了承下さい。 

お名前 
 

 

ご住所（送付先） 
〒 

 

お電話番号 
 

ＦＡＸ  

お振り込み日 平成   年   月   日 

CD-Rをご希望の方は、 

受講された研修会名と開催日をご記入ください 

研修会名： 

受 講 日：     年  月  日 

 

必要な項目にチェックをつけ、数量欄にご希望数を記入してください。 

 種 別 単品価格（各 1部ずつ） 希望数量 

 HAPPYプログラム   

□ 
アルコール問題早期介入のストラテジー 

 HAPPYプログラム使用マニュアル（第 4版） 
2,000円 冊 

□ HAPPYプログラム DVD（第 15版） 3,200円 枚 

□ 「知っていますか？アルコールのこと」Ａ5版 100円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」Ａ5版 150円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」手帳版 100円 冊 

□ 

「HAPPYプログラム」セット 

（上記 5点に、ワークブック基礎編、応用編各 1冊がつきます） 
セット割引価格：5,000円 部 

 集団節酒指導プログラム   

□ 

テキスト 

 特定保健指導にも使える集団節酒指導プログラム 

 -初めての方にもできる指導のコツ- 

1,000円 冊 

□ 集団節酒指導プログラム DVD 2,200円 枚 

□ 「知っていますか？アルコールのこと」Ａ5版 100円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」Ａ5版 150円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」手帳版 100円 冊 

□ 

「集団節酒指導プログラム」セット 

（上記 5点に、ワークブック基礎編、応用編各 1冊がつきます） 
セット割引価格：3,000円 部 
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国立病院機構 肥前精神医療センター 

教育研修部 担当 宛 

 FAX 0952-52-3618   申 込 書 

 
必要事項をご記入のうえ、FAXにて下記までお送り下さい。 

尚、ご記入いただきました個人情報は、送付のためだけに利用させていただきます。ご了承下さい。 

お名前 肥前 太郎 

ご住所（送付先） 

〒842-0192 

 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 160番地 

お電話番号  0952-52-3231  
ＦＡＸ 0952-53-2864 

お振り込み日 平成 27 年 2 月 1 日 

CD-Rをご希望の方は、 

受講された研修会名と開催日をご記入ください 

研修会名：肥前アルコール・薬物関連 

問題研修 

受 講 日： 2014 年 11 月 26 日 

 

必要な項目にチェックをつけ、数量欄にご希望数を記入してください。 

 種 別 単品価格（各 1部ずつ） 希望数量 

 HAPPYプログラム   

□ アルコール問題早期介入のストラテジー 

 HAPPYプログラム使用マニュアル（第 4版） 
2,000円  1 冊 

□ HAPPYプログラム DVD（第 15版） 3,200円  1 枚 

□ 「知っていますか？アルコールのこと」Ａ5版 100円 冊  

□ 「あなたが作る健康日記」Ａ5版 150円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」手帳版 100円 冊 

□ 

「HAPPYプログラム」セット 

（上記 5点に、ワークブック基礎編、応用編各 1冊がつきます） 
セット割引価格：5,000円 部 

 集団節酒指導プログラム   

□ 
テキスト 

 特定保健指導にも使える集団節酒指導プログラム 

 -初めての方にもできる指導のコツ- 

1,000円 冊 

□ 集団節酒指導プログラム DVD 2,200円 枚 

□ 「知っていますか？アルコールのこと」Ａ5版 100円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」Ａ5版 150円 冊 

□ 「あなたが作る健康日記」手帳版 100円 冊 

□ 

「集団節酒指導プログラム」セット 

（上記 5点に、ワークブック基礎編、応用編各 1冊がつきます） 
セット割引価格：3,000円 部 
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記入見本 

✔ 

✔ 




