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154 …製作時間 …手縫い …ミシン …短時間 …洗うと消える印刷布価格は注文時の消費税率を適用いたします。

※右用・左用を
ご指定下さい。

緑
（20cm）

赤
（19cm）

■新型お箸　箸ぞうくん
T-1056G 緑 本体価格 3,200円

税込 3,520円
□サイズ：長さ 20cm

10％

■新型お箸　箸ぞうくん
T-1057R 赤 本体価格 3,200円

税込 3,520円
□サイズ：長さ 19cm

10％

●バネの力が弱くなり、より軽く動かせます。
●コンパクトで、自然な感じで持てます。
●食器洗浄機、乾燥機（100℃）に対応。
●プラスチックを
強度アップ。
●箸部はPBT樹脂
です

※カフにはスプーン・フォーク等は含みません。別途ご用意下さい。

金属部分が上下左右、自分の食べやすい形に簡単に曲げられます。
握力の弱い方でも楽に握れます。

□材質
金属部分／18-8ステンレス、柄部分／木、スポンジ部分／クロロプレンラバー

手の不自由な方に使っていただくためのお箸です。
どれか1本の指が動くだけで、ご使用いただけます。

●介助の必要な方の口元に届きやすく、少
し背もたれを上げるだけで飲むことがで
きます。急に気管に吸い込む心配があり
ません。

●温かい飲み物の香りと雰囲気を楽しん
で、味わうことができます。

●従来はスプーンで介助してもらう濃度の高
い飲みものも、自分で飲むことができます。

R-1 R-3R-2

電子レンジOK

お箸を使えない方でも、すくう、刺す、つまむ、
切る、のせる、引掛ける等が簡単にできます。

左手用

右手用

身体に障害のある方について学ぶ導入として用具を見る・使う体験

■木製丸型ハンドル（スポンジ付）
T-1021 スプーン（大） □サイズ：幅3.6cm（R-1） 本体価格 2,200円 税込 2,420円

T-1022 フォーク（大） □サイズ：幅2.5cm（R-2） 本体価格 2,200円 税込 2,420円

T-1023 先割れスプーン（大） □サイズ：幅3.6cm（R-3） 本体価格 2,400円 税込 2,640円

T-1024 スプーン（小）　□サイズ：幅3cm（R-4） 本体価格 2,000円 税込 2,200円

T-1025 フォーク（小）　□サイズ：幅2cm（R-5） 本体価格 2,000円 税込 2,200円

T-1026 先割れスプーン（小）　□サイズ：幅3cm（R-6） 本体価格 2,200円 税込 2,420円

10％

10％

10％

10％

10％

10％

■ピティースプーン（ヘラ型大）ホワイト
①T-C0203A 本体価格 1,200円

税込 1,320円
□サイズ：180×37㎜　重さ：17g

■ピティースプーン（深型）ホワイト
②T-C0303A 本体価格 1,200円

税込 1,320円
□サイズ：177×27㎜　重さ：16g
□材　質　ハンドル：ナイロン

（耐熱温度 ー20〜200℃）
スプーン：シリコンゴム

（耐熱温度 ー20〜200℃）
芯 ：ナイロン

（耐熱温度 ー20〜170℃）

■シリコンフォーク ホワイト
③T-C1003 本体価格 1,200円

税込 1,320円
□サイズ：203×28㎜　重さ：20g
□材　質　本体：シリコンゴム

（耐熱温度 ー20〜200℃）
芯 ：ナイロン6

（耐熱温度 ー20〜170℃）

10％

10％

10％

■スプーン箸  玉付
T-1030 本体価格 2,200円

税込 2,420円
□サイズ　全長 19.8cm 重さ：48g
□材質：ステンレス・ABS樹脂

10％

■ユニバーサルニューカフ
F-001-3右手用 G
T-1032 本体価格 3,000円

税込 3,300円

■ユニバーサルニューカフ
F-001-6左手用 G
T-1033 本体価格 3,000円

税込 3,300円

10％

10％

■オールステンレスハンドル  スプーン大
T-1043 本体価格 780円

税込 858円
■オールステンレスハンドル  フォーク大

T-1044 本体価格 780円
税込 858円

10％

10％

■ベストカップ
T-1060 本体価格 2,100円

税込 2,310円
□サイズ：幅10×奥行き8.8×高さ7cm
重　さ：140g
材　質：磁器
色　：アイボリー

10％

「ユニバーサルニューカフ」は手の形状          
になじむように曲げられる板と、「ロールキャッチャー」
部の首部分が上下、左右に曲げられるので、握力の
弱い方でも自然な手の動きによる食事動作が可
能となりました。

① ② ③

シリコン製の
くちあたりがやさしい
介助スプーン・フォーク

R-4 R-5 R-6

※右手用・左手用を
ご指定下さい。
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155■ 特注見積りいたします ■ 価格は注文時の消費税率を適用いたします。

妊婦疑似体験セット

手軽にできる妊婦体験セットで
妊娠時の大変さを知ろう
準備・装着が簡単で
保管もしやすい体験教具です

人は誰でもお母さんのおなかの中から
生まれてきます。それまでの約10カ月間、
お母さんはどんな思いをして過ごしてき
たのでしょうか？
言葉では理解しにくい妊娠時の“辛さ”、
“大変さ”を体験し、『いたわりの気持ち』
『男女で助け合うことの大切さ』『親への
感謝の気持ち』を学習します。

STEPで３かんたん
装着

室内でも熱気や湿気がこもりやすいところは要注意！
温湿度を測定し、早めの対策!!

熱中症は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分
のバランスが崩れたり、体内の調節機能が破綻するなどして
発生します。
乳幼児や高齢者は熱中症のリスクが大変高く、自分自身で変
化に気付き、伝えることができません。
熱中症を予防するには、温度・湿度を測定し、部屋の風通しを
良くする・こまめに水分を補給する、エアコン・扇風機を上手に
利用するなど、熱中症になりにくい環境づくりが大切です。壁掛タイプ

温 湿 度 計

■温湿度計
C3-5488-N 本体価格 3,000円

税込 3,300円
□サイズ　直径182×32mm

10％

■妊婦疑似体験セット
TS602-209 本体価格 32,000円

税込 35,200円
□セット内容
妊婦体験バッグ1枚、砂袋1kg×5、エプロン、
体験用ワークシートCD、取扱説明書

□サイズ　400×1200mm（肩ひも含まず）
□材　質　妊婦体験バッグ：ナイロン

砂袋：糸入りターポリン、砂
エプロン：ポリエステル

※製造元より直送。沖縄県・離島は別途送料
がかかります。お問い合わせ下さい。

10％

乳幼児や高齢者の
熱中症対策に!!

■妊娠時の身体の変化
6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月

胎児の重さ 約700g 約1200g 約1800g 約2500g 約3100g
例え メロン キャベツ かぼちゃ パイナップル すいか

重りの目安 約1.6kg 約2.6kg 約3.7kg 約5kg 約7kg

安全のため装着は
2人で行なってください。

砂袋をバッグのポケットに
入れ、きつめに装着します。

横帯を巻き、
マジックテープで固定します。

肩ひもをかけ、マジックテープで固定し
エプロンをつけて完了です。

●粒子の細かい砂を使用し、 形状が変化しやすい
延べ板状にしました。

●月齢に合わせて、砂袋の量を変えることができます。

セットは9ヵ月迄を想定し5kgまで体験可能です。10ヵ月時の重り2kgは別途ご用意下さい。

●3●2●1
●注意

誰でも手軽に！
簡単に！
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高齢者体験教具 疑似体験ベストやステッキも加わった疑似体験セット
感覚や筋力の低下、歩きづらさも実感できる

基本の高齢者体験セット

前かがみ
姿勢体験
ベルト

前傾姿勢で固定し
高齢者と同様の目線と
制限された動きを
体験できます。

イヤーマフ

聴覚の変化、難聴の
体験ができます。

8人あたり
1個程度

重りバンド 筋力の低下による動作の遅さや
平衡感覚の変化を体験できます。

視覚障害
ゴーグル

付属のシートで白濁、
視野狭窄、黄変、全盲が
体験できます。

ゼッケン

目立つ色なので
遠くからでも
疑似体験中と
視認できます。

重り付
ベスト

体験者の体力に応じ、
重さを変えられます。

アルミ
折りたたみ
ステッキ

歩行時に負担のかかった
体を補助します。

■高齢者疑似体験教材オリジナルフルセット
TS613-042Y 本体価格 63,000円

税込 69,300円
□セット内容
サンワイヤーマフ SN-1333、視覚障害ゴーグル、
ひじサポーター×2、ひざサポーター×2、重りバンド
手首用500g×2、重りバンド足首用1kg×2、ゼッケ
ン、疑似体験用ベスト重り付、前かがみ姿勢体験ベル
トⅡ、ひじサポーター用替芯10本、ひざサポーター用
替芯10本、アルミ折りたたみステッキ、収納ケースL
□ケースサイズ（L）：49×34×30cm
※製造元より直送。沖縄県・離島は別途送料がかか
ります。お問い合わせ下さい。

10％

■高齢者疑似体験教材オリジナル基本セット
TS613-036Y 本体価格 25,000円

税込 27,500円
□セット内容
サンワイヤーマフ SN-1333、視覚障害ゴーグル、
ひじサポーター、ひざサポーター、重りバンド手首用
500g、重りバンド足首用1kg、ゼッケン、ひじサポー
ター用替芯10本、ひざサポーター用替芯10本、収納
ケースM
□ケースサイズ（M）：40×27.5×24.5cm
※製造元より直送。沖縄県・離島は別途送料がかか
ります。お問い合わせ下さい。

10％

グループグループ

8人あたり
1個程度グループグループ

正面 側面

正面 側面

Option
■消毒用セット

TS604-245 本体価格 3,000円
税込 3,300円

□セット内容
アルコール除菌スプレー、
清浄綿100枚、
ソフトワイパー200枚入

10％

疑似体験教材の
衛生管理に

中学生〜
成人向け

サポーター用
替芯付

サポーター用
替芯付

手持ちの手袋や軍手に紙テープ
等を巻いて固定すると、さらに
動きが制限されます。

装着パーツを変えると
高齢者の様々な障害を
体験できます。

※別途送料がかかります。
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100kg

車椅子

点字を打つ体験をしよう

●下から上に向かって点が
打ち出されるので、書いた
点字がすぐに読んで確認
できる優れものです。

●元来の逆打ちをせずに簡
単に打つことができ、点字
をより身近なものに感じる
ことが出来ます。

■表面打ち点字板
TS611-657 本体価格 2,000円

税込 2,200円
□セット内容
点筆1本、点字板1枚、ソフト収納ケース1個、
点字表1枚

□サイズ
点字板：縦60×横210×厚さ0.5mm
ケース：縦180×横250mm
□重量
点字板：50g、ケース：26g
□材質
点字板 点筆：ABS、筆先：真鍮
ケース：PVC、ポリエステル、スチール

10％

■アルミ製介助型車椅子 NEO-2
TS108-748 本体価格 51,000円(非課税)

□サイズ
幅60（座幅40）×奥行97×高さ90cm
折りたたみ時　幅27×奥行91×高さ67cm
□重量 11.9kg

■自走型スチール製車椅子 EX-11BS
TSEX-11BS 本体価格 55,000円(非課税)

□サイズ
幅66×奥行99.8×高さ88cm
折りたたみ時　幅32×奥行95×高さ84.5cm
□重量 14.7kg

自走用 耐荷重
100kg

耐荷重

スチール
ノーパンク

介助用

自走用 介助用

アルミ
ノーパンク

背折れができる
ノーパンク対応の
スチール製車椅子

介助用跳ね上げ式
アームサポート＆着脱式
フットレッグサポート採用
背折れ　介助ブレーキ付

目の不自由な方が指でさわって読むようにした文字です。
紙面に突起した六つの点を、一定の方式で組み合わせてあります。
通常紙に突起を作るために裏側から点を打つという難しさがありましたが
表から打つことができ、だれでも簡単にできる点字板と点筆のセット

利用者が自分でこぐ「自走用」と、利用者以外の人が操作する「介助用」があり、 兼用できるものもあります。

座ったまま移動ができる車椅子は、歩行が困難な人にとっての重要な移動手段です。
自走式の車椅子に乗る体験から、移動時の障害などの不便な状況を知り、介助用車椅子を使い、扱いの注意点など
を学んだり、介助される側の気持ちを理解し、障害者や高齢者介護の際に役立てましょう

自走用 ●と 介助用

点字板

※製造元より直送。沖縄県・離島は別途送料がかかります。お問い合わせ下さい。


