
2021/4/1現在

山-1 ペタボード基本セット 1セット 山-2 スロービーセット 1セット 山-3 くだもの収穫釣りゲーム 1セット

山-4 けん玉 35個 山-5 点鳥ルーレット 1セット 山-6
お手玉リズム体操＆

　じゃんけんシートセット
3セット

山-7 釣りっこ 2セット 山-8 わなげ９＆Q 1セット 山-9 ワーリング 2セット

　カラフルな布製のくだものを好きな位
置に置き、竿をうまく操作して釣りあげま
す。竿の先にはマジックテープがつい
ており、どなたでも手軽に楽しめます。

※バケツはついていません

　輪投げの的をカラフルなリングにかえ
た新発想の輪投げゲーム、誰でも簡単
に楽しめます。
　傾斜板の手前に輪を置き、スッとすべ
らせるだけ！
　的に入らなかったリングも、次のリング
がぶつかったり、壁に当たった衝撃でコ
ロンと的に入る可能性も高いので、とに
かく入りやすいのが特徴です。

　じゃんけんの絵柄が描かれたシートを
使い、お手玉を投げて相手とじゃんけ
んをして、勝った方が相手のお手玉を
もらうことが出来ます。

　お手玉リズム体操も楽しめます。

　ゴルフとルーレットを掛け合わせた室
内ゲームです。クラブで赤い球を打ち、
止まった所の数字を競います。止まる
所を予想してみんなで賭けたり、自作
のカードを使うなど、ゲームのアレンジ
も可能です。くるくるとよく回転するた
め、力の弱い方でも楽しめます。

　ペタボードは、ディスクをキューで押し
だし、得点を競うゲームです。
　参加者の身体の状態に合わせた的を
使用することにより、効果的なレクリエー
ションを行う事ができます。

　お手玉に似たボール（ビー）をボードに付
いている棚（シェルフ）にのせ、得点を競う
ゲーム。
　ビーは赤・黄・緑の３色（各９個）で、個人
戦・グループ対抗戦が楽しめます。
　ビーがのったシェルフの数を得点とする
「オン」、同じ番号のシェルフにのればさらに
１点加算される「セーム」、ビーがのったシェ
ルフのタテ・ヨコ・ナナメがそろうとさらに１点
加算される「ビンゴ」の総合得点で競い合い
ます。

　けん玉は日本で根強い人気を誇る遊
びのひとつです。子どもばかりでなく、
大人の間でも親しまれています。

　わなげ台３つの組み合わせにより、い
ろいろなバリエーションで楽しむことが
出来ます。
　車椅子の方にも対応しています。

　ハンディのある方でも楽しめる釣りゲームと
して開発されました。竿のしなりとハラハラ感
を同時に楽しんで下さい。
　釣る魚によって難易度が変わる（スリムな魚
ほど難易度が高い）ので、魚の裏面に得点
等記入しておくとさらに盛り上がります。
　魚を釣りながら、にぎやかな会話が自然に
生まれるのもこのゲームの特徴です。

本所所有　レクリエーション用具一覧
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2021/4/1現在本所所有　レクリエーション用具一覧
山-10 羽根っこゲーム 1セット 山-11 動物絵合わせセット 3セット 山-12 四字熟語合わせセット 3セット

山-13 唱歌カルタセット 3セット 山-14 影絵カルタセット 3セット 山-15
ベルハーモニーセット

（デスクタイプ）
3セット

山-16 お手玉 114個 山-17
ソフトウエイトセット

　（２個１セット）
21セット 山-１8 パワーチューブ 38本

　ベルの演奏がより簡単になりました。
　ベルをテーブルに置き、手で持ってタ
イミング良く鳴らすことができます。
　また、一人での曲の演奏、和音も可能
となりました。
　グループの担当者に指揮をとってもら
い、みんなで曲を演奏しましょう！

　昆虫の絵柄と影絵を使ったカード
ゲームです。
　影絵カードを見て、絵柄のカードを取
るカルタゲーム。
　慣れたら逆に絵柄カードを取るように
します。
　絵柄と影絵のカードを合わす神経衰
弱もできます。

　お手玉以外に、他のレクリエーション
にも活用できます。

　手首に装着できるソフトタイプのウエイ
ト。
　指にはめて、握って持つことも出来ま
す。
　腕力の強化、リハビリ、体操などに最
適です。

　両端を握り、力いっぱい引っ張るエク
ササイズに適した道具です。
　ソフトタイプなので、高齢者でもらくらく
体操！
　肩関節の可動域、上腕筋、背筋、腹
筋の筋力向上に効果的で、持ち上げ、
更衣をスムーズにします。

　四字熟語を２つに分けたカードが７５組
入っています。
　中央にカードの山をつくり、順番に札をめく
りながら、四字熟語を完成させます。
　もちろん、神経衰弱のような遊び方、スキヤ
キジャンケンカードへの応用など、ペア決定
のための材料としても活用出来ます。

　どうぶつ絵合わせは昭和初期に誕生した
カードゲームです。
　動物の絵を３区分したカードを使い、よく混
ぜて各自に配ります。その後、順番を決め
て、自分の欲しいカードを持っていそうな人
を指名しながら、動物を完成させていくゲー
ムです。
　３人以上で遊べますが、最も楽しいのは４
人～６人ぐらいです。

　障害のある高齢者や、車椅子を使用
している方々にも楽しめるよう工夫され
たゲームで、羽根の台座部分に重みが
あるため、下手で投げればキチンと立
ちます。　シートのかわいい七福神を
狙って投げて、福を招きましょう。
　シートの裏面は、紅白のマスになって
おり、陣取りゲームとして遊べます。

　５０年以上前の童謡から歌曲まで幅広く選
曲して描いたカルタを、メロディーを聴いて
取るゲームです。
　読み札の替わりに、ＣＤで流れる曲のメロ
ディーを聴き、その歌の情景と歌い出しの頭
文字を描いてあるカルタを取ります。
　カルタを取ったら、皆で楽しく歌います。
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2021/4/1現在本所所有　レクリエーション用具一覧
山-19 福笑い 1セット 山-20 大型とんとん相撲 1セット 山-21 大型バランスゲーム 1セット

山-23 ホール・イン・ワン 1セット 山-24 大型トランプ 1セット 山-25 なかよし輪投げ 1セット

山-26 パズルンブロック 1セット 山-27 ファンシーボール 4個 山-28 ドコデモピンポン 3セット

　柔らかい素材を使用しているので、ち
いさなお子さんでも遊ぶことができる輪
投げです。芯の部分はマジックテープ
付きで取り外しができます。

　土俵がテーブルタイプで折りたたみ式
になっています。
　車いすの方や上肢の筋力の弱い方な
どにでも手軽に楽しめます。
　力士の代わりに、風船など軽いボー
ルなどを置くと、また違った楽しみ方が
できます。

　ジェンガの大型版。
　サイコロを転がして、出た目の色のブ
ロックをうまく抜いて上に積んでいき、ブ
ロックを抜いた時に崩した人が負けにな
ります。
　サイコロを使わずにブロックを抜いて
いくだけの遊びもできます。

　赤・白チームに分かれて、ボールを穴
に入れて得点を競うゲームです。

　布製で、寸法は横５５cm×縦７３cmと
大きく、顔のパーツはマジックテープで
留めるようになっています。
　壁に掛けたままでも楽しめます。

　サイズが174×113mmと、通常のトラン
プの約2倍あるので、視力の弱った方、
指先の動きが衰えた方でも使えます。

　樹脂でできた柔らかいブロックなの
で、お子さんも安心して遊ぶことができ
ます。豊富なパーツでボリューム感があ
り、積み木遊びやパズル、ドミノとしても
楽しめます。

　オーソドックスなフレンチパイルのウレ
タン製ボールはどんな場面でも、年齢
問わず使用できます。径19cmと径15cm
の2タイプあります。

　幅最大約１７０ｃｍまで伸びるネットは、
厚さが５０ｍｍまでの様々なテーブルな
どに簡単に取り付けることができ、様々
な場所で卓球ができます。
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2021/4/1現在本所所有　レクリエーション用具一覧
山-29 スマイル射的セット 1セット 山-30 岡山トランプ 2セット 山-31 白黒ゲーム 3セット

山-32 どこでも輪投げ 1セット 山-33 ビンゴゲームNEO 1セット 山-34 抽選輪投げゲーム 1セット

山-35 スロープころりん５ 1セット 山-36 ニチレクボール 1セット 山-37 防災グッズ・カードゲーム 1セット

　スロープを使えば力の強さに関わら
ず、ボールを簡単に転がすことができま
す。
　ピンを倒したり、色付きの球ををはじい
たり、５種類のゲームを楽しむことができ
ます。
　緑のシートはマット式で分解できるた
め長さを変えることもでき、持ち運びに
も便利です。

　ルールはペタンクゲームと同様です。
赤いサークルの中に立って、黄色の標
的球に向かって、２チームがそれぞれ
赤と青のボールを投げ合い、より近づけ
ることによって得点を競うゲームです。
　軟らかい特殊なボール(400ｇ)を使用
しますので、体育館や会議室などで床
をいためることなくプレーが楽しめま
す。

　「備えあれば憂いなし」防災の必需品
を、カードで遊びながら学べます。カー
ドは全６種類あり、全種類のカードを早
く集めたチームの勝ちです。
　ゲーム終了後に、「カードに書かれて
あるものは家にあるか？」等、参加者で
災害や防災(備え)について話し合って
みることを大切にしましょう。

　縁日でよく遊んだ射的をゲーム化した
のがこのスマイル射的セットです。輪ゴ
ムで手軽に楽しむことができ、お子さん
からお年寄りまでが安全に楽しめます。

　岡山弁の意味やアクセント、イント
ネーションなどを学びながら遊ぶことが
できるトランプです。一語ずつの語源や
豆知識などを盛り込んだ楽しい用語解
説も付いています。

　ビッグサイズの白黒ゲーム。従来よりも
マス目の少ない6×6＝36マスの白黒
ゲームなので短時間で楽しめます。
ソフトなスポンジ製で滑りにくく、持ちや
すいです。

　リングとプレートの色を組み合わせて
入れる、色認識の輪投げです。柔らか
い素材なので、お年寄りや幼児でも安
全に遊んでいただけます。プレートは
マット式なので、自由に形を変えること
ができます。

　スタンダードな大きめビンゴゲーム。
収納式のボードが付いているので、出
た玉のカウントが可能です。

※カードは貸出者でご用意ください。

　ボードは木製タイプでスタンド付き。
　ナンバープレートは並び替え自由で、
ビンゴゲームや色合わせなどとしても楽
しめます。



赤坂事務所所有　レクリエーション用具一覧 2021/4/1現在

赤-1 釣りっこ 2セット 赤-2 ジャンボ黒ひげ危機一髪 3セット 赤-3 やさしいダートゲーム 3セット

赤-4 鈴 ／ カスタネット 各29個 赤-5 魚魚（とと）あわせ 5セット 赤-6 スカイクロスミニ 3セット

赤-8 日本のことわざかるた 4セット 赤-9 思い出カルタ 4セット 赤-10 輪投げ 1セット

　読み手と取り手に分かれて、読み手
が読み上げた最初の文字が書かれて
ある絵札をさがしてとるかるたです。
ユーモアがある挿絵が描かれており、
楽しく遊べます。

　トランプの『神経衰弱』と同じ遊び方
で歌合わせをしてあそべます。なつか
しい昔の歌がかかれているので、カラ
オケかるたとして幅広い年齢の方で楽
しめます。また、百人一首の『坊主めく
り』と同じ遊びかたでも遊べます。

　台上の数字は、縦、横、斜のいずれ
の和（+）が15となる配列を施していま
す。
　一人で９投してもよし、２組に分かれ
て投げてもよし、皆で楽しめます。いろ
いろな道具と組み合わせて、オリジナ
ルゲームがつくれます。アレンジ次第
で、様々な室内ボードゲームをお楽し
みいただけます。

　おなじみの黒ひげ危機一髪が大きく
なって登場。
　短剣をさすたびに効果音が鳴りま
す。
　ときどき樽がゆれたり、リーチがかかっ
たり、楽しいアクションがあります。

　皆で歌をうたったり、歌に合わせて
踊ったりする時に使用すると、楽しさ倍
増！

　魚偏の漢字と色とりどりの千代紙・色
紙の切り絵を使った絵合わせです。小
さいお子様からご年配の方までが一緒
に遊びながら、魚について楽しく学べ
ます。魚偏と作りをあわせて、トランプ
の『神経衰弱』のような遊び方と、読み
手と取り手を決めて『かるた』としても遊
べます。

　力をいれて投げても、数メートル以上
飛ばない室内専用『スカイクロス』は、
バリアフリースポーツとして、運動に不
慣れな人でも自然に身体を動かすこと
のできる遊びです。

　ハンディのある方でも楽しめる釣りゲーム
として開発されました。竿のしなりとハラハラ
感を同時に楽しんで下さい。
　釣る魚によって難易度が変わる（スリムな
魚ほど難易度が高い）ので、魚の裏面に得
点等記入しておくとさらに盛り上がります。
　魚を釣りながら、にぎやかな会話が自然
に生まれるのもこのゲームの特徴です。

　的をめがけてマジックテープのつい
た専用ボールを投げて遊びます。
　ボールは投げやすいサイズ、的も大
きめなので幅広い方々に楽しめます。

←表側四字熟語合わせセット

１セット

１セット



赤坂事務所所有　レクリエーション用具一覧 2021/4/1現在

１セット赤-11 競馬でGO 1セット 赤-12 ストラックボード 1セット

　2人ペアになって競馬ゲームの対戦
ができます。あわてて乱暴に動かすと
落馬しますので、ゆっくり大きく動かす
のがコツです。
　赤球まで着いたらひっくり返してくだ
さい。
　馬券を作れば見ている人も楽しめま
す。

　柔らかいボールを投げて、数字の書
いてある板を倒すゲームです。



熊山事務所所有　レクリエーション用具一覧 2021/4/1現在

熊-1 ダルマ落とし 1セット 熊-2 ソフトカーリング 1セット 熊-3 白黒ゲーム 2セット

熊-5 ことば合わせゲーム 2個 熊-6 ホール・イン・ワン 1セット 熊-7 ビンゴゲームNEO 1セット

シートを敷くだけなので、簡単に準備・片づけができます。

3種類いっしょに貸し出しします。

　ひらがなと漢字のカードを使ってたく
さんの言葉を作るゲームです。

　赤・白チームに分かれて、ボールを
穴に入れて得点を競うゲームです。

 スタンダードな大きめビンゴゲーム。収
納式のボードが付いているので、出た
玉のカウントが可能です。

※カードは貸出者でご用意ください。

　円柱形の輪を重ね、その上に置いた
達磨の 人形を落とさないようにハン
マーで打って輪を落としていきます。
　総高約９０cmなので、車いすのかた
や小柄なかたでも遊べます。

　軽くてやわらかい材質でできたカーリ
ングです。まっすぐ走らないカーリング
を微妙な力加減によって上手にコント
ロールして遊ぶゲームです。

熊-4　ターゲットプレイシート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1セット

　スポンジ製で滑りにくく、持ちやすく
なっています。

　　　　　　 　（ターゲット） 　　　　　　 　（ストライク） 　　　　　　 　（ダーツ）



吉井事務所所有　レクリエーション用具一覧 2021/4/1現在

吉-1 釣りっこ 2セット 吉-2 羽根っこゲーム 1セット 吉-3 お手玉 122個

吉-4 ジャンボ黒ひげ危機一髪 4セット 吉-5 バレーリード 1セット 吉-6 ホール・イン・ワン 1セット

吉-7 おせろ 1セット 吉-8 新十扇 3セット 吉-9 玉入れ １セット

　交互に盤面へ石を打ち、相手の石を
挟む と自分の石の色に変わる。最終
的に石の多い側が勝者となります。

※実物は、写真と異なります。

　おなじみの黒ひげ危機一髪が大きく
なって登場。
　短剣をさすたびに効果音が鳴りま
す。
　ときどき樽がゆれたり、リーチがかかっ
たり、楽しいアクションがあります。

　風船を使いバレーボールをします。
　コートを３つまで増やせます。

　ハンディのある方でも楽しめる釣り
ゲームとして開発されました。竿のしな
りとハラハラ感を同時に楽しんで下さ
い。
　釣る魚によって難易度が変わる（スリ
ムな魚ほど難易度が高い）ので、魚の
裏面に得点等記入しておくとさらに盛り
上がります。
　魚を釣りながら、にぎやかな会話が自
然に生まれるのもこのゲームの特徴で
す。

　障害のある高齢者や、車椅子を使用
している方々にも楽しめるよう工夫され
たゲームで、羽根の台座部分に重みが
あるため、下手で投げればキチンと立
ちます。　シートのかわいい七福神を
狙って投げて、福を招きましょう。
　シートの裏面は、紅白のマスになって
おり、陣取りゲームとして遊べます。

　お手玉以外に、他のレクリエーション
にも活用できます。

　台の上に「蝶」と呼ぶ銀杏の型を的に
立てて、扇を投げてこれを落とし扇の
的の落ちた形を図式と照らし合わせ採
点する遊びです。

　カゴが据え置きなので、皆さんに参
加してもらえます。(カゴは５色あります)

　赤・白チームに分かれて、ボールを
穴に入れて得点を競うゲームです。

２／６
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←表側
↓裏側

お手玉



吉井事務所所有　レクリエーション用具一覧 2021/4/1現在

吉-10 輪投げ 1セット 吉-11 ナンバーストライク 1セット 吉-13 ディスコン 1セット

吉-14 フロアカーリング 1セット 吉-15 スプーンゲーム 3セット 吉-16 ラダーゲッター 2セット

吉-17 漢字博士（No.1） 5セット 吉-18 漢字博士（No.2） 5セット 吉-19 四字熟語合わせ 5セット

　辺と作りを合わせ、漢字を作るカード
ゲームです。
　トランプの「神経衰弱」と同じように、
全部裏にして並べてから、交替に１枚
ずつめくていって、組み合わさったら取
る、という遊び方もできます。

　カードの四辺に漢字の「へん」「つくり」
「あし」「かんむり」が配されており、手持
ちのカードを上下左右につなげて、パズ
ル感覚で漢字を完成させていきます。つ
なげ方は、遊ぶ人のひらめきと運次第！
　いつもはとっつきにくい漢字の学習も夢
中になって取り組むことができますよ！

　２枚のカードを合わせて四字熟語を完成
させるゲームです。全部で７５組の四字熟
語を収録。「一石二鳥」「二束三文」など、
漢数字を含んだ親しみやすい四字熟語を
集めました。
　難易度別に色分けされたカードは、オレ
ンジ（50枚25組）の方が簡単で、グリーン
（100枚50組）の方が、より難しくなっていま
す。
　カードには振り仮名がついているので、読
み方もいっしょに覚えられます。

　氷上で行うカーリングを屋内で手軽
に楽しめます。
　緑の的を置き、その的を狙って赤と黄
色のローラー付ストーンを転がし、的に
一番近いほうが勝者となります。

　スプーンの上にカラフルな木製たまご
をのせて競争します。早くゴールした
チームが勝ち！個人戦、団体戦で大
変盛り上がります。

　柔らかいボールを投げて、数字の書
いてある板を倒すゲームです。
　赤、黄色の玉なので２チームに分か
れて競う事もできます。

※本所で保管

　３人一組で、１人２枚ずつ投げます。
黄色い的を投げて、赤、青の円盤を
チーム対抗で投げて、的に近い枚数
が得点になる競技です。相手の板を跳
ね飛ばしたり、的を自分たちのチーム
に近づけたりと、投球の技と頭を使う
ゲームです。

　ラダーゲッターは、あらゆる年齢層で楽し
めるニュースポーツです。ルールはヒモで
つながっている２個のボールをラダー(ハシ
ゴ)に向かって投げ、ボールがラダーに引っ
掛かるとポイントになります。
　３本のラダーには、１，２，３点とポイントが
表示されており、それぞれのラダーに引っ
掛かったボールの数で得点を競います。

　台上の数字は、縦、横、斜のいずれ
の和（+）が15となる配列を施していま
す。
　一人で９投してもよし、２組に分かれ
て投げてもよし、皆で楽しめます。
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吉-20 続・四字熟語合わせセット 5セット 吉-21 大判トランプ 1セット 吉-22 卓上ホッケー 1セット

吉-23 回想かるた 1セット

　四字熟語を２つに分けたカードが７５
組入っています。
　中央にカードの山をつくり、順番に札
をめくりながら、四字熟語を完成させま
す。
　もちろん、神経衰弱のような遊び方、
スキヤキジャンケンカードへの応用な
ど、ペア決定のための材料としても活
用出来ます。

　サイズが174×113mmと、通常のトラ
ンプの約2倍あるので、視力の弱った
方、指先の動きが衰えた方でも使えま
す。

　腕の力が弱い方でもカンタン。キャス
ター付きのラクラク卓上ホッケーです。
　上肢の力や握力の弱い方、車いすを
ご使用の方でも簡単に操作できます。
　体幹バランスの向上、上肢の関節可
動域訓練の効果も期待できます

　昭和の写真で懐かしいあの頃を回想
しながらの思い出話が人と話すきっか
けになり、それによって脳が刺激され、
認知症の予防にもつながります。また、
「昔の遊び」「昔の暮らし」といった小学
生向けの教材や、コピーして適当な大
きさに切ればパズルゲームにも応用で
きます。学校や病院、リハビリ施設など
でも、懐かしい思い出と一緒に楽しく遊
べるカルタゲームです。
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