
※コンテンツは予告なく変更される場合があります。

プレミアムコンテンツのご案内

2019年2月 「みんなのクイズ」
今月の配信ラインナップ

「都道府県クイズ」の第三弾「中国・四国・九州・沖縄編」です。
名産品や名所など各県に関連する難易度に応じた全17問のクイズ
です。クイズに出てくる問題以外にも、その地域にまつわる思い出
などを是非話し合ってみましょう。

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択遊ぶ 

みんなの
クイズ

検索方法

▲ 予約みんなの
クイズ

「みんなのクイズ」

タイトル
選曲番号 タイトル 収録時間

973854 都道府県クイズ3
「中国・四国・九州・沖縄編」 約20分

※対象者： 一般 支援 介護

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

観る
癒す

愛の周波数
検索方法

▲ 予約愛の周波数
528Hz

愛の周波数528HzのコンテンツをストレッチやＢＧＭとして活用する方法を
和合教授がレクチャーいたします。

選曲番号 タイトル 収録時間

973784 約2分（BGM活用法）
※対象者： 一般 支援 介護

 528Hzとは

選曲番号 タイトル 収録時間

973783（ストレッチ活用法） 約1分

※対象者： 一般 支援 介護

 528Hzとは

　～愛の周波数528Hzとは～

「愛の周波数528Hz」

※対象者： 一般 支援 介護

約5分973782

タイトル選曲番号 収録時間

 Souvenir

 和合　治久
（埼玉医科大学短期大学名誉教授、前埼玉医科大学教授）

528Hzを含む音楽に聴き入ると、人間の意志
とは無関係に作動している自律神経を整えて
いきます。特に、体温の上昇や唾液の分泌、
あるいは血圧の安定などが実感でき、心身を
安らぎ状態に導く副交感神経に作用していく
ことが医学的にわかってきました。
是非「愛の周波数５２８Hz」をお試し下さい。

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

観る
癒す

愛の周波数
検索方法

▲ 予約愛の周波数
528Hz

選曲番号 タイトル 収録時間

973784 約2分（BGM活用法）
※対象者： 一般 支援 介護

 528Hzとは
選曲番号 タイトル 収録時間

973783（ストレッチ活用法） 約1分

※対象者： 一般 支援 介護

 528Hzとは

　～528Hzとは～

528Hzを含む音楽に聴き入ると、人間の意志
とは無関係に作動している自律神経を整えて
いきます。特に、体温の上昇や唾液の分泌、
あるいは血圧の安定などが実感でき、心身を
安らぎ状態に導く副交感神経に作用していく
ことが医学的にわかってきました。
是非「愛の周波数５２８Hz」をお試し下さい。

「愛の周波数528Hz」

※対象者： 一般 支援 介護

約5分973782

タイトル選曲番号 収録時間

 Souvenir

 和合　治久
（埼玉医科大学短期大学名誉教授、前埼玉医科大学教授）
今月は人気【パタカラ】曲の追加配信
です。

【歌って元気～パタカラ～】は気軽に
カラオケを楽しみ、慣れ親しんだ童謡
を「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音
しながら歌うだけで、口の機能向上
などの健康促進をサポートする事を
目的としています。

是非お試しください。

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

体を
動かす

パタカラ
検索方法

▲ 予約歌って元気
～ﾊﾟﾀｶﾗ～

「歌って元気～パタカラ～」

選曲番号 タイトル 収録時間

973792 かえるのうた 約○分

※対象者： 一般 介護

選曲番号 タイトル 収録時間

973812 約○分この道

※対象者： 一般 支援 介護

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択(JOYBEAT)

体を
動かす検索方法

▲ 予約
JOYBEAT 歌謡

エクササイズ

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

観る
癒す

風景めぐり
検索方法

▲ 予約日本の
風景めぐり

椅子に座ったまま行えるエクササイズです。
今回は下半身の引き締めになります。

「椅子でたのしむ歌謡エクササイズ(JOYBEAT)」

※対象者： 一般 支援 介護※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号 タイトル 収録時間

973814 約3分せんせい（下半身）

選曲番号 タイトル 収録時間

973786 約5分【国定公園】
白いブランコ

※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号 タイトル 収録時間

973785 【日本の名山】
富士山 約3分

※対象者： 一般 支援 介護

＜日本の名山＞と＜国定公園＞の映像を
オルゴールの音楽に合わせてお楽しみ
ください。

「日本の風景めぐり」

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

観る
癒す

風景めぐり
検索方法

▲ 予約日本の
風景めぐり

選曲番号 タイトル 収録時間

973791 約6分【滝】
川の流れのように

※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号 タイトル 収録時間

973790 【花】
ハナミズキ 約6分

※対象者： 一般 支援 介護

今回の日本の風景めぐりは「花」と「滝」
です。528Hzのオルゴールの音色とともに
お楽しみください。

「日本の風景めぐり」

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

ラジオ体操体を
動かす検索方法

ラジオ体操 ▲ 予約

※対象者： 一般 支援 介護※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号 タイトル 収録時間

973768 約4分ラジオ体操第一
〈京都弁◆陰山真寿美〉

今月のご当地ラジオ体操は京都弁です。
京都弁の掛け声に合わせて毎日の体操を
お楽しみください。

「ラジオ体操」



※コンテンツは予告なく変更される場合があります。

プレミアムコンテンツのご案内

今月の配信ラインナップ

2019年2月 「歌って元気～パタカラ～」「エンカサイズ」

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

エンカサイズ 体を
動かす検索方法

▲ 予約エンカサイズ

※対象者： 一般 支援※対象者： 一般 支援

選曲番号 タイトル 収録時間

973855 約５分

エンカサイズの追加配信です。
女子栄養大学の金子嘉徳
教授の監修です。
演歌のヒット曲に合わせて体操
を行うコンテンツです。
お馴染みの楽曲に合わせ、
楽しく歌って踊りましょう。

「エンカサイズ」

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

 体を
動かす

パタカラ
検索方法

▲ 予約歌って元気
～パタカラ～

※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号

いとまきのうた

タイトル 収録時間

973844 約１分

大人気のパタカラに「いとまき
のうた」が追加配信です。
食事の前に、楽しくお口の体操
をしましょう。

「歌って元気～パタカラ～」

(上級編)
珍島物語



▼▼▼ ▼

※コンテンツは予告なく変更される場合があります。

2019年2月 今月のおすすめプログラム

【レク】楽しくみんなでコンサート
▼

まとめて
   予約⑤ ⑥ プログラム

　予約完了

① ② プログラム
　　 機能 ③ 　おすすめ ④ コンテンツ

　　  選択　健康王国

操作方法

音楽に合わせて手拍子や楽器演奏などを
行えるレクリエーションプログラムです。
楽しみながら手先や口腔体操に取り組んで
いただけます。
以前のプログラムからコンテンツの入れ替え
を行っています。

NO 選曲番号 曲名 歌手名 演奏時間

1 973599 桃太郎 歌って元気～パタカラ～ 55秒

2 973555 (初級)きよしのズンドコ節 リズムdeうたおう 4分39秒

3 963339 (初級)サビ当てクイズ1 みんなのクイズ 15分41秒

4 973843 ぶんぶんぶん 歌って元気～パタカラ～ 1分11秒

5 973569 (初級)俺ら東京さ行ぐだ リズムdeうたおう 3分44秒

合計時間　 26分10秒
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