
制作素材
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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

色彩の鮮やかな上質紙を使ったおりがみ。各
色100枚セットなので、その時々に使う色を
1色からまとめて購入できます。全22色。

鮮やかな色調で、伝統的な模様の千代紙。
壁面や制作物が華やかに仕上がります。
1袋につき 6種類の柄が入っています。

『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 9月30日

同色が100枚入りで
たっぷり使える 高級感のある色鮮やかな千代紙

おりがみ 友禅千代紙

商品番号 : 0308409

税込 各304円（本体277円）
金・銀　税込 各587円（本体534円）

税込 110円（本体100円）

ぜひWEBサイトもご覧ください！

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

色が豊富で制作レクにおすすめ

お花紙　五色鶴
壁面や季節の制作などに欠かせないお花紙。発色
のよい五色鶴は、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。

税込 各748円（本体680円）

p.10-11の壁面
「みかんの丘」制作
時に役立ちます！

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

●材質／京花紙
●構成／ 1 袋各500枚セット
●サイズ／25×19.3㎝

●構成／ 6種各 3枚、計18枚セット　●サイズ／ 15×15cm●構成／各100枚セット　●サイズ／15×15cm

p.8-9の壁面
「菊の屏風」
制作時に
役立ちます！

赤 ぼたん 桃
うす桃

緑

黄緑

黄

肌

黄橙

橙

茶

藤
ねずみ水

空

青

クリーム

白

金

銀

紫

商品番号
赤　　　0300501
ぼたん　0300502
桃　　　0300503
うす桃　0300504
緑　　　0300505
黄緑　　0300506
黄　　　0300507
肌　　　0300508
黄橙　　0300509
橙　　　0300510
茶　　　0300511

藤　　　　0300513
ねずみ　　0300514
水　　　　0300515
空　　　　0300516
青　　　　0300517
紫　　　　0300519
黒　　　　0300520
クリーム　0300521
白　　　　0300522
金　　　　0300523
銀　　　　0300524

黒



感染対策グッズ 

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： □ → 住所欄に事業所名まで 

ご記入ください

※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

UV（紫外線）
の照射
オゾンの発生
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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

წኴ
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※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。

レク用品の除菌におすすめ！



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
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監修：川畑 智（理学療法士）

理学療法士が監修した脳トレに効果的なパズ
ルです。問題カードの形になるように、付属
の木製ピースを並べるだけ。難易度を変えて、
くり返し何度でも取り組むことができます。

オーストリア発の知育教材が、高齢
者向けの機能訓練用として注目され
ています。積んだり、並べたり、組
み立てたりすることで、思考力や集
中力を高める効果が期待できます。

脳の活性化に効果的！指先の訓練や脳トレに最適！

川畑式　頭リハビリパズル
イージーキューブ

ビオブロ

和楽器の音楽に合わせて、
皆で一緒に

楽しく体操しましょう！

税込 各 4,290円（本体3,900円）

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

商品番号 : 4118601

税込 2,530円（本体2,300円）

●セット内容／木製ピース 7種、問題用紙（15枚、両面式）、
　使い方ガイド（小冊子）

●材質／木材60％、プラスチック40％
●サイズ／ 2.4×0.8×12cm （1 枚あたり）

商品番号 : 1052508

商品番号 : 1052482

ビオブロ　ハローボックス
（ 5 色100ピース）

税込 6,380円（本体5,800円）

ビオブロ　ビッグボックス
（10色340ピース）

税込 18,480円（本体16,800円）
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本誌連載でも大人気のごぼう先生の体操DVD 2枚のセット。
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。

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。

太鼓や笛の音で体を動かす！ 昭和の新聞記事と貴重な写真で脳トレレク

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
DVD DVD

《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

商品番号 : 1081414

鶴・亀 2本セット
 税込 1,880円（本体1,709円）

（本体 1,000 円）



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
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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

感染対策をしながらの
レク＆ケアがわかる！

感染症の基礎知識と
対策をわかりやすく！

レクリエオリジナル！
介護レクのための大判かるた

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）

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 ㎜
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「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」

高齢者施設での
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！

この一冊で最新の感染対策がわかる！

介護現場の職員全員で読みたい！

介護施設での感染対策
レク＆ケア

新型コロナ感染症をはじめ
とした感染予防対策と、感
染予防をしながらできるレ
クリエーションアイデアが
満載。介護施設での毎日の
ケア、レク活動に役立ちま
す。新型コロナワクチン接
種の最新情報も加え、実用
感たっぷりの一冊です。

やさしいぬり絵シリーズのなかで大人気の
“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。

秋冬につくりたくなる、壁面かざり21点を
一挙掲載！　秋の風物詩や、おめでたいお
正月飾りなどをラインナップ。機能向上に
つながるアイデアが満載です。

まちがいさがし
昭和の思い出編

まちがいさがし
昭和の暮らし・行事編

秋・冬におすすめの2冊！NEW

A4判/92ページ

※本書は「レクリエ2020-2021特別号　感染予防対策大特集」を再編集し、
最新情報を追加したものです。

監修：篠原菊紀（公立諏訪東京理科大学教授）
A4判/64ページ

A4判/88ページ

ポイントポイント
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商品番号 : 4172201

商品番号 : 4159902

商品番号 : 4170201

商品番号 : 4183601

商品番号 : 4190901

税込 1,100 円（本体 1,000 円）

税込 1,980 円（本体 1,800 円）

税込 1,100 円（本体 1,000 円）

税込 1,100 円（本体 1,000 円）

税込 2,000 円（本体 1,818 円）

やさしいぬり絵　秋から冬を彩る花編

高齢者とつくる季節の壁面　秋・冬編

WEBサイトでは、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！


