
株式会社フラップゼロアルファ

詳細 主催・共催

2019 1 17 大阪 吹田市 学校防災研修 吹田市立豊津中学校

22 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区内中学校

26 大阪 東大阪市 地域防災訓練 東大阪市

26 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市

29 大阪 岸和田市 学校防災研修 大阪府立岸和田高校

2 １〜２ 東京 江東区 住まいの大博覧会 ナイス㈱・耐震協会

9 兵庫 西宮市 地域防災訓練 西宮市

10 静岡 長泉町 防災イベント 美津濃㈱

24 長崎 長与町 地域防災訓練
長与町自主防災組織連絡協議会

長与町自治会長会・長与町交通防犯協会

24 神奈川 川崎市 地域防災訓練 川崎市川崎区

3 1 東京 中央区 都市型防災フェス 三井不動産㈱

3 2 大阪 大阪市 マンション防災 ㈱アスク（天神橋）

3 2~3 大阪 吹田市 アウトドアフェス テレビ大阪㈱・損保協会

3 17 東京 江戸川区 マンション防災 ㈱アスク（新小岩）

5 1 東京 足立区 防災イベント みらい創造堂

4 香川 丸亀市 防災イベント ボートレースまるがめ

11 大阪 大阪市 防災フェス 関西テレビ放送㈱

6 9 香川 三豊市 地域防災訓練 三豊市

16 大阪 堺市 自主防災訓練 堺市南区自治区

29 岐阜 関市 防災フェス
富野ふれあいまちづくり委員会

関市自治会連合会富野支部

30 大阪 豊中市 自主防災訓練 豊中市自治区

7 13〜14 沖縄 宮古島 自主防災研修 宮古島MICE

20 兵庫 加古川市 自主防災訓練 加古川市社会福祉協議会

28 大阪 摂津市 地域防災訓練 摂津市立コミュニティプラザ

30 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

8 4 愛知 名古屋市 防災フェス(伊勢湾台風60周年記念) 愛知県・名古屋市

4 大阪 大阪市 地域防災訓練 大阪市淀川区

６〜７ 宮城 仙台市 防災イベント 宮城県読売新聞社

11〜12 岩手 防災イベント(三陸防災復興PJ) 大槌町

24 兵庫 西宮市 地域防災訓練 西宮市

8 31〜9/1 東京 渋谷区 防災フェス 渋谷防災実行委員会

9 1 東京 足立区 防災イベント みらい創造堂

1 兵庫 たつの市 防災フェス 兵庫県警・たつの市

7 秋田 能代市 防災フェス
(公社)日本青年会議所東北地区協議会

東北青年フォーラム運営委員会

27 大阪 大阪市 学校防災研修 東大阪大学柏原高校

28 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市中区

29 大阪 吹田市 防災イベント (公財)吹田青年会議所

10 12 北海道 札幌市 地域防災訓練 札幌市手稲区

19〜20 愛知 名古屋市 防災国体(愛知) 内閣府・愛知県・名古屋市

20 東京 豊島区 防災フェス 豊島区

24 大阪 大阪市 学校防災研修 大阪府立阪南高校

27 千葉 浦安市 地域防災訓練 浦安市

11 2 秋田 由利本荘市 防災イベント 美津濃㈱

7 愛媛 西条市 地域防災訓練（企業向け） 西条市

15 東京 新宿区 企業・テナント向け・地域防災訓練 三井不動産㈱・三井不動産BM㈱

11 24 茨城 守谷市 自治区防災訓練 ㈱タカラレーベン

24 沖縄 浦添市 防災イベント 浦添市

12 5 大阪 堺市 学校防災研修 堺市堺区

8 大阪 泉南郡 地域防災訓練 熊取町社会福祉協議会

8 神奈川 横浜市 地域防災訓練 横浜市中区

15 大阪 吹田市 地域防災訓練 吹田市

体感型　防災アトラクション実績一覧（一部抜粋：2019年）

開　催　日 開　催　場　所



株式会社フラップゼロアルファ

詳細 主催・共催

2019 1 23 大阪 大阪 企業・テナント向け防災研修 三井不動産㈱(御堂筋三井ビル)

2 15 東京 港区 企業・テナント向け防災研修 ウェブマネー

20 東京 品川区 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産㈱・三井不動産BM㈱

5 17 東京 港区 企業・テナント向け防災研修 三井不動産㈱・三井不動産BM㈱

24 愛知 名古屋市 企業・テナント向け防災研修 ㈱東西建設

6 5 兵庫 神戸市 防災研修 (公財)神戸市私立幼稚園連盟

6 26 東京 品川区 企業・テナント向け防災訓練 野村不動産㈱・野村不動産P㈱

7 11 東京 品川区 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産㈱・三井不動産BM㈱

9 6 東京 港区 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産㈱・三井不動産BM㈱

10 3 大阪 大阪市 企業・テナント向け防災研修 日本オラクル㈱（関西）

4 愛知 名古屋市 企業・テナント向け防災訓練 三井不動産㈱

30 東京 港区 企業・テナント向け防災研修 日本オラクル㈱（赤坂）

11 11 大阪 大阪市 企業・テナント向け防災研修 住友商事㈱（大阪）

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：2019年）


