
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。FAX

WEB WEBサイト「ほいくとかいごのおかいもの」内の
「レクリエSHOPPING」では、介護関連商品、
レクグッズ、書籍・DVD、感染対策グッズなど
をご紹介しています。ぜひご覧ください。
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UV（紫外線）の
照射

オゾンの発生

2つのパワーで
除菌

カタログ有効期限　2021年 3月31日

いつでもどこでもサッと
消毒できる

レク用品をまとめて除菌

スクイジーバンド

JOY　KING
除菌ボックス

●サイズ／ふつうサイズ：16～24cm、小さめサイズ：13
～16cm （手首）　●素材／シリコンゴム　●付属品／
キャップ 2種類（逆流防止弁付きオープンキャップ、ふ
た付きキャップ）、説明書　●容量／15ml ※消毒液はジェル、液体のどちらでも使用可能。耐薬品性に優れている

ため、アルコール消毒液も使えます。※消毒液は付属していません。

●サイズ／（使用時）30×30×30cm、
　（折りたたみ時）30× ９×30cm
●電源／単 3電池 4本もしくはmicroUSBケーブル
●セット内容／除菌ボックス一式（ふた、本体、底板）、
UVユニット、USBケーブル、取扱説明書、保証書

消毒液の容器を持ち歩く手間を省いてく
れるリストバンド型消毒液ケース。気に
なったらいつでもワンプッシュで手指消
毒ができます。 1回の補充で20～30回の
消毒が可能です。

UV(紫外線)とオゾンを使った、９９.９％の
除菌ができる便利なボックスです。大容
量なので、レクで使用した道具や文房具、
カードなどの紙類をまとめて入れること
が可能。日々の除菌対策の負担を軽減し
ます。

税込 各 1,760円（本体1,600円）

『レクリエ』の通販サイト「レクリエSHOPPING」のなかから、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おすすめ商品をご紹介。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！

ふつうサイズ／黒 ふつうサイズ／白ふつうサイズ／青

小さめサイズ／黒 小さめサイズ／ピンク小さめサイズ／パステルグリーン

たくさんの商品を
取りそろえています！

商品番号 : 1097403 商品番号 : 1097405商品番号 : 1097404

商品番号 : 1097406 商品番号 : 1097408商品番号 : 1097407

NEW

NEW

蓋を閉め、手首に装着本体の蓋を開ける 液体を投入する

手持ちの
消毒液を入れて

使える！

ワンプッシュで
除菌完了！

税込 7,678円（本体6,980円）

商品番号 : 1097409

30cm

30cm アルコールが
使えない紙類
も除菌できる

電源はUSBケー
ブルと乾電池の2
種類に対応

使わないとき
は折りたたん
でコンパクト
に収納

1

3
※充電式ではありません

３ つのおすすめポイント
30cm

箱を広げて、除
菌したいものを
入れる

ふたを閉めてUV
ユニットを取り
つける

ボタンを押して
約60分で除菌が
完了

2

1 2 3

使い方

液体の投入のしかた

便利な折りたたみ式！



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

赤
商品番号
1030081

紅桃
商品番号
1030082

桃色
商品番号
1030083

桜
商品番号
1030084

発色がきれいで折りやすい

ゲームレクや脳トレにピッタリ！

お花紙　五色鶴

実物大・
そのまんまカード

●セット内容／実物大食
材カード165枚、分類カー
ド13枚、とれたて！　丸
ごと食材ポスター 2枚、
活用マニュアル（A4判、32
ページ）

●セット内容／実物大料理
カード146枚、カトラリーカ
ード 4枚、主食・主菜・副菜
ランチョンマット 1枚、活
用の手引き＆料理の栄養成
分値一覧（A4判、8ページ）

●ケースサイズ／タテ23.7cm×ヨコ33cm×高さ5.5cm
●材質／紙、ニス引き

●セット内容／だいこんや長ねぎなどの主に長い
野菜用のロングサイズ台紙 4枚、レギュラーサイ
ズ台紙 8枚、おなじみの野菜41ピース、断面写真
7ピース。野菜の花と栽培風景写真のCD-ROM付き

●材質／京花紙　●構成／ 1袋各500枚　
●サイズ／25×1９.3㎝

壁面や季節の制作などの彩りに欠かせな
いお花紙。発色の良い五色鶴は、プロも
愛用するお花紙です。豊富なカラーバリ
エーションで、藤やぼたん、若草などの
微妙な色の表現もできます。全20色。

食材や野菜の大きさをそのまま写真で再
現した、迫力満点のカードシリーズ。裏
面には、表面の食材や料理の情報などが
書かれているので、クイズやゲームレク
などで活躍します。

税込 各 748円（本体680円）

NEW

レクリエーション 

カードの裏面には、野菜の分類やその野
菜を使った料理名など基本情報が満載！

ｐ.４-５の「満開の
しだれ桜」でも使
用しています！

野菜の花と栽培風景写真のCD-ROM付き
でクイズなどでも活躍！

（使用色：紅桃、桃色、桜、白、ぼたん）

イメージをつかみ
やすい実物大

汚れを防ぐ
樹脂加工で丈夫

カードの裏面も
情報がいっぱい

1
ポイント

2
ポイント

3
ポイント ３ つの

おすすめ
ポイント

NEW

商品番号 : 1052782

税込 3,980円（本体3,619円）

商品番号 : 1052783

税込 4,950円（本体4,500円）

実物大・
そのまんま食材カード

　[改訂版]　

実物大・
そのまんま料理カード

[増補改訂版]きほんの食事編

実物大・そのまんま　まるごと野菜カード
税込 5,940円（本体5,400円）

商品番号 : 1052966

大きな野菜も実物大！

黄色
商品番号
1030086

オレンジ
商品番号
1030087

薄橙
商品番号
1030088

白
商品番号
1030085

水色
商品番号
1030089

緑
商品番号
1030092

藤
商品番号
1030091

青
商品番号
1030090

若草
商品番号
1030201

紫
商品番号
1030200

青緑
商品番号
1030202

ぼたん
商品番号
1030199

黒
商品番号
1030206

茶色
商品番号
1030203

うぐいす
商品番号
1030204

クリーム
商品番号
1030205

CD-ROM
付き
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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

商品番号 : 1052780

商品番号 : 1052963

商品番号 : 1052779

税込 3,850円（本体3,500円）

税込 3,850円（本体3,500円）

税込 3,850円（本体3,500円）

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：32×35cm、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！

税込 13,200円（本体12,000円）

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。

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！
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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 パズルをたくさん解きたい方に

まちがいさがし パズルで脳トレ 大人のドリル
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。

高齢者にも分かりやすいシ
ンプルな線のイラストで構
成された、大人気のまちが
いさがしシリーズの新刊で
す。昭和30年代の暮らしや
行事のなつかしいイラスト
が全50点収録されています。

税込 880円（本体800円）

商品番号 : 6039601

税込 1,100円（本体1,000円）

商品番号 : 4183601

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

監修：田渕英一
A4変型／132ページ

著者： 篠原菊紀（公立諏訪東京理科
大学教授）

A4判／64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

2 人 1 組でできるストレッチ

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
利用者と家族・スタッフが 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日 5秒から無理なく行えます。

まちがいさがし
昭和の思い出編

税込 1,100円（本体1,000円）

商品番号 : 4170201

税込 1,430円（本体1,300円）

商品番号 : 4177801

本＆DVD 
本誌p.18-２１にて、川村明先生

監修の連載がスタートしました！

重要ポーズには動画付き
QRコードを読みとると、動画が見られます

5つの体の状態に合わせた
ケアをご紹介

無理なく続けられる
ストレッチです。

NEW
まちがいさがし
昭和の暮らし・行事編

川村明先生
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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

口腔機能向上グッズ 
呼吸・嚥下力を高め、発声も向上

健康・美容トレーニング用
吹き戻し　長息生活Ⓡ

古くから親しまれてきた玩具を、口腔ケ
ア用に改良したグッズです。吹く力によ
って伸縮部分への負荷を変え、レベル 0  
から 2までを用意しました。

レクリエSHOPPING WEBサイトでは、他に
もたくさんの商品を取り扱っています。ぜひ
WEBサイトもご活用ください。

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

●材質／袋状部：グラシン紙、18 - 8ステンレス
専管部：中芯原紙
口吹部：ポリスチレン、シリコン
●サイズ／1９.2×12.4×2.4cm
●日本製

商品番号 : 1081128 商品番号 : 1081129

商品番号 : 1081130 商品番号 : 1081127

レベル０
3本セット

レベル2
3本セット

レベル1
3本セット

レベル0 レベル1 レベル2

トライアル
3本セット

３段階の呼気圧レベル

ティッシュペー
パーを 1枚吹い
て揺らす程度

日常会話をはっ
きりした声で話
す程度

ろうそくの火を
吹き消す程度

税込946円
（本体860円）　

税込957円
（本体870円）　

税込968円
（本体880円）　

税込968円
（本体880円）　


