
感染対策グッズ

ご注文は
FAXかWEBで！ レクリエショッピング 検索

https://priprishop.ocnk.net/product-group/21

p.50の注文用紙をコピーするか切り取って
ご記入のうえ、FAXにてご注文ください。ご記入のうえ、FAXにてご注文ください。FAX

WEB
WEBサイト「ワンダーショッピング」が「ほいくと
かいごのおかいもの」としてリニューアル！
介護関連商品は「レクリエSHOPPING」から選ん
で、ご注文ください。

約12cm約
14
cm

約
13
cm

約10cm

カタログ有効期限　カタログ有効期限　20212021年年 1月月3131日日

化粧移りが気になる方に

高さ調節ができる

ファンデーションが
目立ちにくいマスク

アクリルパーテーション

●素材／本体：ポリエステル85％、ポリウレタン15％
　中：ポリエステル100％
●色／外側：白、内側：ベージュ　●国産

●セット内容／アクリル板、脚金具、ツマミネジ、ツマミナット

※本製品はストレッチ性があるため、サイズに多少のバラつき※本製品はストレッチ性があるため、サイズに多少のバラつき
があります。二つ折りした時の直線寸法になります。があります。二つ折りした時の直線寸法になります。

同社通常マスク

本製品

肌に密着する内側に撥
はっ

水生地を使用した、
ファンデーションや口紅などの化粧移り
がしにくいマスク。外側は抗ウイルス生
地のため、飛沫防止にも役立ちます。

テーブルなどのフラットな場所に置いて
使える透明なパーテーション。アクリル
板の厚さは ２㎜と、しっかりとした作り
で飛沫防止に役立ちます。

本体 1,000円＋税

サイズが選べる

高さを調節
できる

連結できる

ポイント

耳ゴムが
サイズ調整用
アジャスター
付きに！

感染対策グッズや、レクリエーショングッズ、書籍やDVDなど、介護現場ですぐに役立つ商品を集めました。感染対策グッズや、レクリエーショングッズ、書籍やDVDなど、介護現場ですぐに役立つ商品を集めました。
欲しいものが決まったら、WEBサイトか FAXよりご注文ください。

SHOPPING
ネットで FAXで 買える！

小さめサイズ

ふつうサイズ

アクリルパーテーション600

本体 6,200円＋税

アクリルパーテーション900

本体 ７,200円＋税

アクリルパーテーション1200

本体 11,500円＋税

商品番号 : 1096300

商品番号 : 1096301

商品番号 : 1096302

サイトがリニューアルしました！

商品番号 : 1097231

商品番号 : 1097230

えらべる ２サイズ

えらべる3サイズ

《小さめサイズ》

抗ウイルス生地

外側外側

内側

フィルターフィルター

撥水生地

《ふつうサイズ》

3層構造で飛沫をガード！ こんなに差が出ます！

1

2 3

幅を600㎜・900㎜・1,２00㎜
の 3種類から選べます。

金具の位置を変えるこ
とで高さは 3段階に調
節できます（節できます（ 3 cm間隔）。間隔）。

アクリル板をつなげて
固定することで、好き
なサイズにカスタマイ
ズできます。ズできます。

アクリルパーテーション
600

58
5~
64
5
㎜

600 ㎜

アクリルパーテーション
900

58
5~
64
5
㎜

900 ㎜

NEW

NEW

使用例（600㎜）

アクリルパーテーション
1200

58
5~
64
5
㎜

1200 ㎜1,2001,200

※内側はベージュ色



レクリエショッピング 検索ご注文はこちらから！ https://priprishop.ocnk.net/product-group/21

NEW

商品番号 : 1052780

商品番号 : 1052963

商品番号 : 1052779

本体3,500円 +税

本体3,500円 +税

本体3,500円 +税

脳と指先のトレーニングができる

座ったままで楽しく脳トレ！

脳トレボードゲーム
よーし！ おくぞー！

いっしょに脳トレ
足踏みかめさん

ボードの上に同じ絵柄や漢字のコマを置
いていくシンプルなルールで、集中力や
思考力が高められます。コマをつまむ動
作は指先のトレーニングにも。

足踏み運動に合わせて、脳トレになる声
かけで運動のサポートをしてくれます。
挨拶やおしゃべり機能もついており、楽
しく運動を続けることができます。

●セット内容／ボード 1枚、コマ49個（収納ボード付
き）、ラベル（表）1枚、ラベル（裏）1枚、説明書 1枚
●材質／ボード：紙、ラベル：ポリプロピレン、コ
マ：ポリエチレンフォーム
●サイズ／ボード：3２cm×35cm、厚み：0.4cm
コマ：Φ3cm、厚み：1.5cm

●セット内容／本体、リモコン、
取扱説明書
●サイズ／本体：500×60×3２0㎜
リモコン：40×130×２0㎜
●重さ／本体：約1,２60ｇ
リモコン：約50ｇ
●電池／本体：単 3アルカリ乾電池
4本（別売）
リモコン：単 4アルカリ乾電池 ２本

（別売）

よーし！ おくぞー！
ご当地クイズ

よーし！ おくぞー！
花・野菜・果物

よーし！ おくぞー！
さかなへん

同じ絵柄のコマを置いたり、
コマ裏面の言葉に合う絵柄に
置いたり、使い方はいろいろ！

使い終わったあとは
収納ボードにしまえます。
コマをはめ直す動作も
指先の訓練に効果的。

集中力
思考力

指先の
巧緻性

こんなトレーニングに
役立つ！

本体 12,000円＋税

商品番号 : 1052962

カウントダウン
100  から 0までカウント
ダウンしながら足踏み
をします。●セット内容／本体、リモコン、

商品番号 : 1052962

●セット内容／本体、リモコン、

商品番号 : 1052962

脳トレは全部で 8種類

楽しいおしゃべりが
1,700語！

体のトレーニング

脳のトレーニング

挨拶から
日常会話まで

同時に行うことで、生活習慣病、
認知症、転倒の予防に

詳しい使い方は
動画をチェック！

足踏みメニューは、カウントアップ、カウ
ントダウン、あいうえお、倍数で拍手、倍
数でお題、どんどん足そう、どんどん引こ
う、うたの 8種類。うたのトレーニングに
は、赤い靴／かごめかごめ／さくらさくら
／むすんでひらいて　など30曲を収録。

１００、９９、９８…

１００、９９、９８…

レクリエーション 

足踏み脳トレの時間だよ！

NEW

4848



レクリエショッピング 検索ご注文はこちらから！ https://priprishop.ocnk.net/product-group/21

脳トレ・介護予防に役立つ

2 人 1 組でできるストレッチ

パズルをたくさん解きたい方に

ごぼう先生のDVD最新刊！

やさしいぬり絵

家族・ケアスタッフとできる
寝たきり知らず！ 奇跡のひざ裏のばし

パズルで脳トレ 大人のドリル

ごぼう先生といっしょ！  春・夏・秋・冬
目と耳で楽しむ イス体操

大人気のやさしいぬり絵シリーズから、“春から夏”と“秋から冬”
に咲く花のぬり絵が登場。シンプルでぬりやすい絵柄で脳が活
性化し、達成感が得られます。

利用者と家族・スタッフと ２
人で行える、「ひざ裏のばし」
ストレッチ方法を紹介。元気
な方から、車いす、寝たきり
の方まで、 1回 5秒で無理な
く行えます。

ほどよい難しさのパズルがた
っぷり100  問。漢字パズル、ナ
ンプレ、クロスワード、まち
がいさがしなどバラエティに
とんだ内容です。『レクリエ』
より難しいパズルをお求めの
方に、おすすめです。

懐かしい歌とともに、日本の
美しい四季の風景を見ながら
体操ができます！　イスに座
ったままでゆったりとできる
体操のDVDです。

本体 1,300円＋税

商品番号 : 4177801

本体 800円＋税

商品番号 : 6039601

本体 3,300円＋税

商品番号 : 1081257

とても
簡単な
イス体操

見ている
だけで
心和む映像

日本の
四季を感じ
られる歌

3
ポイント

2
ポイント

1
ポイント

サクラ、アヤメ、バラ、フジ、チュ
ーリップ、アジサイ、アサガオ、ハ
イビスカス、ヒマワリなど14種類

コスモス、カトレア、サザンカ、パ
ンジー、シクラメン、ポインセチア、
スイセン、ウメなど14種類

収録している花

収録している花

記憶力

読解力

集中力

表現力

情報処理力

5つの力を鍛えて
認知症予防に！

元気さん向け基本のケア

ひざ痛・腰痛さん
向けケア

フレイル予備軍さん
向けケア

フレイル・車椅子さん
向けケア

寝たきりさん向けケア

5つの体の状態に合わせた
ケアを紹介

重要ポーズには動画つき

監修：田渕英一
A4変型／13２ページ

著者：川村明
A5判／1２8ページ

漢字を
答える

まちがい
さがし

数字を
さがす

第1章

第２章

第3章

第4章

第5章

QRコードを読みとると、動画が見られます
さくらさくら／みかんの花咲く丘／浜辺の歌／赤とんぼ／さくらさくら／みかんの花咲く丘／浜辺の歌／赤とんぼ／さくらさくら／みかんの花咲く丘／浜辺の歌／赤とんぼ／
ペチカ　など懐かしい歌が計35分

収録曲

懐かしい映像を懐かしい映像を懐かしい映像を懐かしい映像を
見ながら体を見ながら体を見ながら体を
動かしましょう！動かしましょう！動かしましょう！

A4判／64ページ

やさしいぬり絵　春から夏を彩る花編

本体 1,000円＋税

やさしいぬり絵　秋から冬を彩る花編

本体 1,000円＋税

商品番号 : 4172101

商品番号 : 4172201

本＆DVD 
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FAX送信方向

※太線の内側のみご記入ください
　お届け先・連絡先が事業所の場合は、必ず事業所名をご記入ください

【ご注文者様】（フリガナ）

お名前

〒

メールアドレス　どちらかにチェックしてください
ご自宅 ： □
事業所 ： □

お電話番号　どちらかにチェックしてください
ご自宅 ： □
事業所 ： □

FAX番号　どちらかにチェックしてください
ご自宅 ： □
事業所： □

個人情報の取り扱いに同意する ・ ・・ □
（同意する場合はチェックを入れてください）

ご住所　どちらかにチェックしてください
ご自宅 ： □
事業所： □

※配送について／お届け先が特定できないと配送されない場合がございますので、建物名・部屋番号・「～様方」などの詳細をご記入のうえ、お申し込みください。

電話連絡可能時間　○印をしてください

10時～12時　　13時～15時　　15時～17時

連絡方法

電話　　　ＦＡＸ　　　メール

お申し込み日　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 WEBサイトの「個人情報の取り扱いについて」をお読みいただき、
同意のうえでお申し込みください。

https://hd.sekaibunka.com/privacy/
toriatsukai/kj_toriatsukai24.html

FAXSHOPPING FAX注文用紙

ご注文ＦＡＸ番号（24時間対応）レクリエショッピング 03-3262-5719
【お届けについて】
お届けには1〜2週間ほどかかります。お支払いはお届け時に代金引換となります。自然災害など有事の際には、商品の配達に遅延が生じる可能性
がございます。また、年末年始の期間は休業とさせていただきます。日程など詳しいご案内は、WEBサイト「ほいくとかいごのおかいもの」にてご確
認ください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

【返品・交換について】
感染対策グッズ等は衛生商品のため、お客様のご都合による返品・交換は致しかねます。その他商品につきましては、お客様のご都合による返品は
返送料をご負担いただきます。次の場合は、返品をお受けできませんのでご了承ください。
●使用済みおよび開封した商品　●商品お渡し後、8日以上経過した商品

ご購入に関するお問い合わせ電話番号 03-3262-5257（土・日・祝日を除く10:00～17:00）

ご希望お届け時間帯　○印をしてください　 指定なし　  午前中　  12～14時　  14～16時　  16～18時　  18～20時　  19～21時

管理番号

商　品　名 商品番号 数量 税抜単価 税込金額

②

ナンバリング 管理コード ラベル 出　荷

9220101 月　　　　　　日
お客様コード

ご注文合計金額が税込￥5,000以上の場合、送料は無料となります。

送料550円 税込5,000円以上ご注文の場合は不要

代引き手数料（税込）

330円（税込商品代金1万円以下）
440円（税込商品代金3万円以下）
660円（税込商品代金10万円以下）
1,100円（税込商品代金30万円以下）

合計金額 円

備　考

大きく口を開けて
口の周りの筋肉を
鍛えましょう

A 4 判／68ページ
本体 3,500円＋税

A 5 判／96ページ
本体 1,200円＋税

商品番号 : 4115401 商品番号 : 4160801

DVDDVDDVDDVDDVD
付き付き付き付き付き付き

アナウンサー・赤間裕子先生の口腔トレーニング本
20種類の早口言葉を収録した 楽しく口腔機能を高める！

『早口言葉で
口腔トレーニング』

（DVD付き）

『1日1回「あいうえお」
ボケないための
滑舌トレーニング』

正しい口の開け方からわかりやすく丁寧に紹介。
早口言葉を取り入れ、口腔トレーニングに楽し
く取り組める内容です。DVDを見ながら練習で
きます。

誰でもチャレンジできるよう「あいうえお」を使
ったトレーニングを紹介しています。早口言葉
やかるた、百人一首、ニュース原稿なども取り
入れ、脳の活性化にも役立つ一冊です。

曜日別、1日15分で
毎日続けられます！

口を動かしながら
手を動かすトレー
ニングも紹介！

本＆DVD 


