
株式会社フラップゼロアルファ

詳細 主催・共催

2015 3 15 宮城 仙台市 第3回　国連防災世界会議

5 24 東京 世田谷区 東北復興支援イベント トウホクトモニ　プロジェクト

8 2 兵庫 姫路市 防災イベント 姫路発中高生のための東日本災害ボランティア

11 21 兵庫 姫路市 市民防災大学 姫路市

29 大阪 堺市 自主防災訓練 堺市

2016 2 大阪 岸和田市 消防団研修 岸和田市消防団

28 大阪 堺市 自主防災訓練 堺市自治区

4 15 兵庫 神戸市 学校防災研修 私立岡山中学・高等学校

5 14 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪市内小学校

20 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪市内中学校

7 10 大阪 大阪市 大阪千里子どもメディカルラリー 済生会病院

28 大阪 堺市 自主防災訓練 堺市南区

8 7 兵庫 姫路市 防災イベント 姫路発中高生のための東日本災害ボランティア

23 兵庫 神戸市 夏休み防災イベント 人と防災未来センター

11 13 大阪 堺市 地域防災訓練 堺市

22 大阪 泉佐野市 地域防災訓練 泉佐野市

27 兵庫 神戸市 自主防災訓練 民間企業・神戸市

12 11 大阪 堺市 親子向け防災訓練 堺市

2017 2 5 大阪 大阪市 防災イベント ワン・ワールド・フェスティバル実行委員会

5 大阪 泉佐野市 地域防災訓練 泉佐野市

26 大阪 堺市 地域防災訓練 堺市浜寺４校区

26 大阪 大阪市 防災イベント 全労済大阪支部

3 2 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内中学校

5 10 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪府立阪南高校

13 東京 葛飾区 マンション防災 ㈱タカラレーベン

14 茨城 守谷市 自治区防災訓練 ㈱タカラレーベン

28 兵庫 神戸市 学校防災研修 私立岡山中学校

6 11 大阪 摂津市 地域防災訓練 摂津市立コミュニティプラザ

13 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内中学校

8 6 兵庫 姫路市 防災イベント 姫路発中高生のための東日本災害ボランティア

17 兵庫 神戸市 夏休み防災イベント 人と防災未来センター

18 茨城 つくば市 災害医療・防災研修 筑波大学附属病院/メディカルラリー

19 大阪 堺市 自主防災訓練 御池台まちづくり協議会

20 兵庫 西宮市 マンション防災 大和ハウス工業㈱

9 1~2 愛媛 今治市 防災イベント イオンモール新今治

2 神奈川 相模原市 防災イベント ㈱河本総合防災

3 神奈川 川崎市 地域防災訓練 川崎市川崎区

18 京都 京都市 自主防災訓練 (公財)京都青年会議所

21 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪府立阪南高校

23 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市

29 大阪 大阪市 学校防災研修 東大阪大学柏原高等学校

10 1 東京 昭島市 防災展 東京都

23 岡山 倉敷市 自主防災訓練 (公財)岡山青年会議所

11 11 神奈川 川崎市 地域防災訓練 川崎市多摩区

19 北海道 札幌市 地域防災訓練 札幌市手稲区

25 兵庫 宝塚市 自主防災訓練 宝塚市まちづくり協議会

26 神奈川 川崎市 地域防災訓練 川崎市川崎区

12 16 大阪 守口市 学校防災訓練 大阪国際大学

体感型　防災アトラクション実績一覧（一部抜粋：2015年〜2017年）
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2018 1 14 大阪 堺市 地域防災訓練 堺市南区

2 10 兵庫 芦屋市 自主防災訓練 岩園コミュニティ・スクール

26 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内小学校

3 7 東京 中央区 都市型防災フェス 三井不動産㈱

11 兵庫 神戸市 地域防災訓練 神戸市兵庫区

16 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内小学校

17 神奈川 川崎市 地域防災訓練 川崎市幸区

24 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市

25 山口 萩市 自主防災訓練 萩・長門清掃一部事務組合

4 14 熊本 熊本市 防災フェス (一社)熊本青年会議所

5 6 徳島 徳島市 防災フェス 全国共済農業協同組合連合会徳島本部

31 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪府立大塚高校

6 24 兵庫 尼崎市 防災フェス (一社)尼崎青年会議所

20 東京 港区 都市型防災フェス 三井不動産㈱

29 大阪 摂津市 地域防災訓練 摂津市立コミュニティプラザ

7 31〜８/1 兵庫 神戸市 地域防災訓練 神戸市兵庫区

8 4 東京 渋谷区 防災フェス 渋谷区

17 茨城 つくば市 災害医療・防災研修 筑波大学附属病院/メディカルラリー

26 千葉 浦安市 地域防災訓練 浦安市

9 1 岐阜 本巣市 防災イベント トヨタ部品岐阜共販㈱

１〜２ 東京 渋谷区 防災フェス 渋谷防災実行委員会

2 北海道 留萌市 自主防災訓練 北海道開発局留萌開発建設部

17 東京 足立区 防災イベント みらい創造堂

20 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪府立阪南高校

28 大阪 大阪市 学校防災研修 東大阪大学柏原高等学校

10 13〜１４ 東京 江東区 防災国体(東京) 東京都

27 神奈川 川崎市 地域防災訓練 川崎市幸区

11 4 大阪 和泉市 地域防災訓練 和泉市

12 東京 港区 都市型防災フェス
新日鉄興和不動産㈱

赤坂インターシティマネジメント

17 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市中区

18 香川 高松市 防災イベント ㈱西村ジョイ

24 兵庫 神戸市 地域防災訓練 神戸市中央区

25 和歌山 橋本市 地域防災訓練 和歌山県橋本市

26 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内小学校

12 5 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内中学校

9 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市戸塚区

体感型　防災アトラクション実績一覧（一部抜粋：2018年）
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詳細 主催・共催

2017 6 17 大阪 守口市 関係先向け防災研修 パナソニックグループ労働組合連合会

6 24 大阪 大阪市 関係先向け防災研修 大阪印刷労連

9 4 兵庫 淡路島 社員向け防災研修 大阪某ホテル

12 16 東京 企業・テナント向け防災研修 三井不動産㈱

2018 5 18 東京 中央区 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産㈱

7 12 東京 新宿区 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産BM㈱

10 17 大阪 吹田市 関係先向け防災研修 吹田商工会議所

18 広島 広島市 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産BM㈱

24 三重 伊勢市 旅行会社向け体験会 伊勢忍者キングダム

25 東京 港区 企業・テナント向け防災研修 三井不動産BM㈱(六本木三井タワー)

開　催　日 開　催　場　所

体感型　防災アトラクション【各種団体研修編】実績一覧（一部抜粋：2017年〜2018年）


