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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

左ページ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

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

レクリエSHOPPING WEBサイトでは、
ほか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

レクリエーションの
進行に役立つ便利な
ガイドブック付き！

本誌連載でも大人気のごぼう先生の体操DVDが
新発売！　和楽器の心地よい音楽に合わせて、
座ったまま安全にできる体操です。「鶴」では上
肢体操、「亀」では下肢体操を 8つずつ収録。ご
ぼう先生の動きに合わせて、楽しく続けられま
す。

『レクリエ』の通販サイト「レクリエSHOPPING」のなかから、 レクリエーショングッズや、 感染対策グッズ、
書籍など、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！

5,000円（税込）以上の
ご注文で送料無料！

NEW

NEW

カタログ有効期限　2021年 7月31日

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

脳トレボードゲーム
よーし！ おくぞー！

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。

●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：Φ3 cm、厚み：1.5cm

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

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！
太鼓や笛の音で体を動かす！

新聞記事と写真で脳トレレク

ごぼう先生の
和楽器体操 2本セット

よみうり
回想サロン

戦後から平成までのなつかしいニュースや写
真が、クイズ形式で収録されているDVD。ク
イズをきっかけにして昔を思い出し、語り合
うことで回想法にも役立てられます。問題と
答えだけでなく、関連ニュースも収録されて
いるので、会話が広がります。

商品番号 : 1081414

鶴・亀 2本セット
 税込 1,880円（本体1,709円）

税込 各 4,290円（本体3,900円＋税）

《収録内容》 《収録内容》
①肩の準備体操　②リズム太鼓　
③花びらキャッチ　④たっぷり深呼吸
⑤口腔ストレッチ　⑥閉じて開いて　
⑦つっぱり音頭　⑧首のストレッチ

鶴・上肢運動編

①足の準備体操　②足踏み太鼓　
③おなか深呼吸　④花びら足上げ　
⑤めりはり足踏み　⑥遠方両手伸ばし
⑦ゆっくりまたぎ　⑧思い出足踏み

亀・下肢運動編
和楽器の音楽に
合わせて、皆で一緒に
たのしく体操しましょう！

ポイント

1

記憶に残る和楽器のなつかしい
音で体を動かす！

ポイント

2

DVD

DVD 商品番号 : 1081399Vol.1 昭和20年代編（１）
●セット内容／ DVD（43分）、ガイドブック（B 6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081401Vol.3 昭和40年代編（１）
●セット内容／ DVD（68分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081400Vol.2 昭和30年代編（１）
●セット内容／ DVD（59分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081402Vol.4 昭和から平成編（１）
●セット内容／ DVD（75分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

昭和20年代編

昭和30年代編 昭和40年代編 昭和から平成編

ぜひWEBサイトもご覧ください！

DVDは各 10 分程度なので、
毎日無理なく続けられる！
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ご注文は
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左ページ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

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

レクリエSHOPPING WEBサイトでは、
ほか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

レクリエーションの
進行に役立つ便利な
ガイドブック付き！

本誌連載でも大人気のごぼう先生の体操DVDが
新発売！　和楽器の心地よい音楽に合わせて、
座ったまま安全にできる体操です。「鶴」では上
肢体操、「亀」では下肢体操を 8つずつ収録。ご
ぼう先生の動きに合わせて、楽しく続けられま
す。

『レクリエ』の通販サイト「レクリエSHOPPING」のなかから、 レクリエーショングッズや、感染対策グッズ、
書籍など、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！

5,000円（税込）以上の
ご注文で送料無料！

NEW

NEW

カタログ有効期限　2021年 7月31日

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

脳トレボードゲーム
よーし！ おくぞー！

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。

●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：Φ3 cm、厚み：1.5cm

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

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！
太鼓や笛の音で体を動かす！

新聞記事と写真で脳トレレク

ごぼう先生の
和楽器体操 2本セット

よみうり
回想サロン

戦後から平成までのなつかしいニュースや写
真が、クイズ形式で収録されているDVD。ク
イズをきっかけにして昔を思い出し、語り合
うことで回想法にも役立てられます。問題と
答えだけでなく、関連ニュースも収録されて
いるので、会話が広がります。

商品番号 : 1081414

鶴・亀 2本セット
 税込 1,880円（本体1,709円）

税込 各 4,290円（本体3,900円＋税）

《収録内容》 《収録内容》
①肩の準備体操　②リズム太鼓　
③花びらキャッチ　④たっぷり深呼吸
⑤口腔ストレッチ　⑥閉じて開いて　
⑦つっぱり音頭　⑧首のストレッチ

鶴・上肢運動編

①足の準備体操　②足踏み太鼓　
③おなか深呼吸　④花びら足上げ　
⑤めりはり足踏み　⑥遠方両手伸ばし
⑦ゆっくりまたぎ　⑧思い出足踏み

亀・下肢運動編
和楽器の音楽に
合わせて、皆で一緒に
たのしく体操しましょう！

ポイント

1

記憶に残る和楽器のなつかしい
音で体を動かす！

ポイント

2

DVD

DVD 商品番号 : 1081399Vol.1 昭和20年代編（１）
●セット内容／ DVD（43分）、ガイドブック（B 6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081401Vol.3 昭和40年代編（１）
●セット内容／ DVD（68分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081400Vol.2 昭和30年代編（１）
●セット内容／ DVD（59分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081402Vol.4 昭和から平成編（１）
●セット内容／ DVD（75分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

昭和20年代編

昭和30年代編 昭和40年代編 昭和から平成編

ぜひWEBサイトもご覧ください！

DVDは各 10 分程度なので、
毎日無理なく続けられる！

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 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

レクリエブックス感染対策グッズ

56

●カードサイズ／ B6判
●素材／紙（両面PET加工）
●セット内容／読み札・絵札各44枚、予備札各 2枚、
使い方説明書

1

2

3

いつでもどこでもサッと消毒できる

スクイジーバンド

※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。

消毒液の容器を持ち歩くわずらわしさ
を解消し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。

税込 各1,760円（本体1,600円）

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

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

ふたを閉め、手首に装着

本体のふたを開ける

液体を投入する

ワンプッシュで
除菌完了！

液体の投入のしかた

UV（紫外線）
の照射 オゾンの発生

2
レク用品をまとめて除菌

JOY　KING
除菌ボックス

●サイズ／（使用時）30×30×30cm、
　（折りたたみ）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

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 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

大判サイズでレクにぴったり！

監修：浦尾和江（田園調布学園大学教授／
アクティビティ・サービス協議会理事）

税込 3,960円（本体3,600円+税）

レクリエブックス
なつかしい絵柄で会話が広がる！

脳トレ大判かるた
昭和の暮らしと行事

今までになかったB6サイズで探しやす
く、取りやすい大判かるた。チャンバラ
ごっこや花嫁行列など、昭和のなつかし
い暮らしと行事の絵札で、会話が広がり、
脳トレにも役立ちます。

商品番号 : 4187801

※競技用かるた・
小倉百人一首
（73× 52mm）と比較

一般的な
かるた

182 ㎜

128 ㎜

2

「絵をきっかけに会話が弾み、脳や心の
活性化につながります。大判で見やすい
ので、多くの高齢者の方に楽しんでいた
だけるかるたです」

室内でのレクにぴったり！

絵 札 読み札も も

ソーシャル
ディスタンスを
保っても見やすい
大きなB６サイズ！

カードは
両面PET加工
で、汚れにくく
拭きやすいから
衛生的！

レクリエブックス

まちがいさがし
レクリエブックス

やさしいぬり絵
昭和のなつかしい風景や暮らしがテーマのまちがいさがし。
絵を注意深く見比べることが脳トレになり、昔を思い出しな
がら会話も広がります。

やさしいぬり絵シリーズのなかで大人気の、“春から夏”と“秋
から冬”に咲く花のぬり絵。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。

やさしいぬり絵
秋から冬を彩る花編
税込 1,100円（本体1,000円）

やさしいぬり絵
春から夏を彩る花編
税込 1,100円（本体1,000円）

商品番号 : 4172201商品番号 : 4172101商品番号 : 4183601

監修：篠原菊紀（公立諏訪東京理科大学教授）
各A4判／ 64ページ

まちがいさがし
昭和の思い出編

税込 1,100円（本体1,000円）

まちがいさがし
昭和の暮らし・行事編

税込 1,100円（本体1,000円）
商品番号 : 4170201

ほかにも、たくさんのレクリエブックスを取りそろえています！
レクリエショッピングのＷＥＢサイトをご覧ください。

●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

※ご使用に際しては、商品に同封の取扱説明書を
お読みいただき、正しくお使いください。



DVD

レクリエーション レクリエーション 
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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

左ページ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

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

レクリエSHOPPING WEBサイトでは、
ほか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

レクリエーションの
進行に役立つ便利な
ガイドブック付き！

本誌連載でも大人気のごぼう先生の体操DVDが
新発売！　和楽器の心地よい音楽に合わせて、
座ったまま安全にできる体操です。「鶴」では上
肢体操、「亀」では下肢体操を 8つずつ収録。ご
ぼう先生の動きに合わせて、楽しく続けられま
す。

『レクリエ』の通販サイト「レクリエSHOPPING」のなかから、 レクリエーショングッズや、 感染対策グッズ、
書籍など、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！

5,000円（税込）以上の
ご注文で送料無料！

NEW

NEW

カタログ有効期限　2021年 7月31日

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

脳トレボードゲーム
よーし！ おくぞー！

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。

●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：Φ3 cm、厚み：1.5cm

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

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！
太鼓や笛の音で体を動かす！

新聞記事と写真で脳トレレク

ごぼう先生の
和楽器体操 2本セット

よみうり
回想サロン

戦後から平成までのなつかしいニュースや写
真が、クイズ形式で収録されているDVD。ク
イズをきっかけにして昔を思い出し、語り合
うことで回想法にも役立てられます。問題と
答えだけでなく、関連ニュースも収録されて
いるので、会話が広がります。

商品番号 : 1081414

鶴・亀 2本セット
 税込 1,880円（本体1,709円）

税込 各 4,290円（本体3,900円＋税）

《収録内容》 《収録内容》
①肩の準備体操　②リズム太鼓　
③花びらキャッチ　④たっぷり深呼吸
⑤口腔ストレッチ　⑥閉じて開いて　
⑦つっぱり音頭　⑧首のストレッチ

鶴・上肢運動編

①足の準備体操　②足踏み太鼓　
③おなか深呼吸　④花びら足上げ　
⑤めりはり足踏み　⑥遠方両手伸ばし
⑦ゆっくりまたぎ　⑧思い出足踏み

亀・下肢運動編
和楽器の音楽に
合わせて、皆で一緒に
たのしく体操しましょう！

ポイント

1

記憶に残る和楽器のなつかしい
音で体を動かす！

ポイント

2

DVD

DVD 商品番号 : 1081399Vol.1 昭和20年代編（１）
●セット内容／ DVD（43分）、ガイドブック（B 6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081401Vol.3 昭和40年代編（１）
●セット内容／ DVD（68分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081400Vol.2 昭和30年代編（１）
●セット内容／ DVD（59分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

商品番号 : 1081402Vol.4 昭和から平成編（１）
●セット内容／ DVD（75分）、ガイドブック（B6版変型、40ページ）

昭和20年代編

昭和30年代編 昭和40年代編 昭和から平成編

ぜひWEBサイトもご覧ください！

DVDは各 10 分程度なので、
毎日無理なく続けられる！

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 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
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●カードサイズ／ B6判
●素材／紙（両面PET加工）
●セット内容／読み札・絵札各44枚、予備札各 2枚、
使い方説明書

1

2

3

いつでもどこでもサッと消毒できる

スクイジーバンド

※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。

消毒液の容器を持ち歩くわずらわしさ
を解消し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。

税込 各1,760円（本体1,600円）

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

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

ふたを閉め、手首に装着

本体のふたを開ける

液体を投入する

ワンプッシュで
除菌完了！

液体の投入のしかた

UV（紫外線）
の照射 オゾンの発生

2
レク用品をまとめて除菌

JOY　KING
除菌ボックス

●サイズ／（使用時）30×30×30cm、
　（折りたたみ）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

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 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

大判サイズでレクにぴったり！

監修：浦尾和江（田園調布学園大学教授／
アクティビティ・サービス協議会理事）

税込 3,960円（本体3,600円+税）

レクリエブックス
なつかしい絵柄で会話が広がる！

脳トレ大判かるた
昭和の暮らしと行事

今までになかったB6サイズで探しやす
く、取りやすい大判かるた。チャンバラ
ごっこや花嫁行列など、昭和のなつかし
い暮らしと行事の絵札で、会話が広がり、
脳トレにも役立ちます。

商品番号 : 4187801

※競技用かるた・
小倉百人一首
（73× 52mm）と比較

一般的な
かるた

182 ㎜

128 ㎜

2

「絵をきっかけに会話が弾み、脳や心の
活性化につながります。大判で見やすい
ので、多くの高齢者の方に楽しんでいた
だけるかるたです」

室内でのレクにぴったり！

絵 札 読み札も も

ソーシャル
ディスタンスを
保っても見やすい
大きなB６サイズ！

カードは
両面PET加工
で、汚れにくく
拭きやすいから
衛生的！

レクリエブックス

まちがいさがし
レクリエブックス

やさしいぬり絵
昭和のなつかしい風景や暮らしがテーマのまちがいさがし。
絵を注意深く見比べることが脳トレになり、昔を思い出しな
がら会話も広がります。

やさしいぬり絵シリーズのなかで大人気の、“春から夏”と“秋
から冬”に咲く花のぬり絵。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。

やさしいぬり絵
秋から冬を彩る花編
税込 1,100円（本体1,000円）

やさしいぬり絵
春から夏を彩る花編
税込 1,100円（本体1,000円）

商品番号 : 4172201商品番号 : 4172101商品番号 : 4183601

監修：篠原菊紀（公立諏訪東京理科大学教授）
各A4判／ 64ページ

まちがいさがし
昭和の思い出編

税込 1,100円（本体1,000円）

まちがいさがし
昭和の暮らし・行事編

税込 1,100円（本体1,000円）
商品番号 : 4170201

ほかにも、たくさんのレクリエブックスを取りそろえています！
レクリエショッピングのＷＥＢサイトをご覧ください。

●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

※ご使用に際しては、商品に同封の取扱説明書を
お読みいただき、正しくお使いください。
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●カードサイズ／ B6判
●素材／紙（両面PET加工）
●セット内容／読み札・絵札各44枚、予備札各 2枚、
使い方説明書

1

2

3

いつでもどこでもサッと消毒できる

スクイジーバンド

※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。

消毒液の容器を持ち歩くわずらわしさ
を解消し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。

税込 各1,760円（本体1,600円）

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

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

ふたを閉め、手首に装着

本体のふたを開ける

液体を投入する

ワンプッシュで
除菌完了！

液体の投入のしかた

UV（紫外線）
の照射 オゾンの発生

2
レク用品をまとめて除菌

JOY　KING
除菌ボックス

●サイズ／（使用時）30×30×30cm、
　（折りたたみ）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

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 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

大判サイズでレクにぴったり！

監修：浦尾和江（田園調布学園大学教授／
アクティビティ・サービス協議会理事）

税込 3,960円（本体3,600円+税）

レクリエブックス
なつかしい絵柄で会話が広がる！

脳トレ大判かるた
昭和の暮らしと行事

今までになかったB6サイズで探しやす
く、取りやすい大判かるた。チャンバラ
ごっこや花嫁行列など、昭和のなつかし
い暮らしと行事の絵札で、会話が広がり、
脳トレにも役立ちます。

商品番号 : 4187801

※競技用かるた・
小倉百人一首
（73× 52mm）と比較

一般的な
かるた

182 ㎜

128 ㎜

2

「絵をきっかけに会話が弾み、脳や心の
活性化につながります。大判で見やすい
ので、多くの高齢者の方に楽しんでいた
だけるかるたです」

室内でのレクにぴったり！

絵 札 読み札も も

ソーシャル
ディスタンスを
保っても見やすい
大きなB６サイズ！

カードは
両面PET加工
で、汚れにくく
拭きやすいから
衛生的！

レクリエブックス

まちがいさがし
レクリエブックス

やさしいぬり絵
昭和のなつかしい風景や暮らしがテーマのまちがいさがし。
絵を注意深く見比べることが脳トレになり、昔を思い出しな
がら会話も広がります。

やさしいぬり絵シリーズのなかで大人気の、“春から夏”と“秋
から冬”に咲く花のぬり絵。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。

やさしいぬり絵
秋から冬を彩る花編
税込 1,100円（本体1,000円）

やさしいぬり絵
春から夏を彩る花編
税込 1,100円（本体1,000円）

商品番号 : 4172201商品番号 : 4172101商品番号 : 4183601

監修：篠原菊紀（公立諏訪東京理科大学教授）
各A4判／ 64ページ

まちがいさがし
昭和の思い出編

税込 1,100円（本体1,000円）

まちがいさがし
昭和の暮らし・行事編

税込 1,100円（本体1,000円）
商品番号 : 4170201

ほかにも、たくさんのレクリエブックスを取りそろえています！
レクリエショッピングのＷＥＢサイトをご覧ください。

●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

※ご使用に際しては、商品に同封の取扱説明書を
お読みいただき、正しくお使いください。


