
プレミアムコンテンツのご案内

　　

　 「歌って元気～パタカラ～」
「和楽器のしらべ」2020年4月

※コンテンツは予告なく変更される場合があります。

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択検索方法

  和楽器の
　しらべ ▲ 予約

※対象者： 一般 支援 介護※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号 コンテンツ名 再生時間

973913 約5分　　 〈琴〉G線上のアリア

美しい琴の音色と絶景が流れる
「和楽器のしらべ」の追加配信です。
今月は幻想的なオーロラの映像です。
目と耳、両方でリラックスしましょう。

「和楽器のしらべ」

▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択検索方法

▲ 予約パタカラ

※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号 コンテンツ名 再生時間

973910 約3分  交響曲第９番
  「歓喜の歌」

今月のパタカラは誰もが聞いた事のある
ベートーヴェン作曲の
「交響曲第９番 歓喜の歌」です。
口ずさみやすいメロディーなので、
お食事前のお口の体操に是非チャレンジ
してみましょう。

「歌って元気～パタカラ～」

   和楽器の
　 しらべ

観る
癒す

支援 介護

歌って元気
～パタカラ～

 体を
動かす

今月の配信ラインナップ



※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

「あんしんヨガ」2020年4月

一般 支援 介護 一般 支援 介護※対象者：

〈あんしんアッハッハ呼吸〉に続くあんしんヨガの追加配信です。
今月は 〈あんしんサンド呼吸〉〈わき腹のばし〉の２本 です。
〈あんしんサンド呼吸〉では、顔を両手で挟んで長い呼吸で発声します。
〈わき腹のばし〉は、呼吸を意識しながら体側をのばします。
座ったままで簡単にできますので気軽に挑戦してみましょう。

健康王国▲健康王国 ▲ ▲ コンテンツ
選択

体を
動かす

あんしんヨガ
検索方法

▲ 予約あんしん
ヨガ

「あんしんヨガ」

選曲番号 コンテンツ名 再生時間

973914 約12分

選曲番号 コンテンツ名 再生時間

973915 あんしん
サンド呼吸 約16分

※対象者：

わき腹のばし
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

※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

973824 約6分YAMATAKA

大好評の愛の周波数528Hzシリーズの
追加配信です。
リラックス効果が得られる周波数528hz
の音楽と美しい桜の映像を是非お楽しみ
下さい。

「愛の周波数528Hz」

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～

※対象者： 一般 支援 介護

選曲番号
幸せなら手を
たたこう

タイトル 収録時間

973793 約1分

人気のパタカラに「幸せなら手をたたこう」
が追加配信です。
お馴染みの楽曲に合わせて、しっかり
お口を動かしましょう。
是非体も動かしてお楽しみ下さい。

「歌って元気～パタカラ～」

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。

2020年４月 今月のおすすめプログラム
気分すっきりプログラム

▼

まとめて
   予約⑤ ⑥

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

楽しみながら体を動かしたり、かわいい動物の映像で
気分をすっきりとさせることを目指したプログラムです。

NO 選曲番号 曲名 歌手名 再生時間

1 973555 (初級)きよしのズンドコ節 リズムdeうたおう 4分23秒

2 973781 スーダラ節(平泳ぎ) 椅子でたのしむ歌謡エクササイズ(JOYBEAT) 4分19秒

3 973619 (上級)あの素晴しい愛をもう一度 色色JOY体操 11分21秒

3 973908 CIAOちゅ～る いきもの 3分

合計時間 23分3 秒

自宅で気軽にリフレッシュ！
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自宅で過ごす時間が増えるなか、運動不足やストレスを
感じている方も多いのではないでしょうか。
当社では、音楽に合わせて歌ったり、身体を動かすことで、楽しみながら健康づくりを目指すことが
できる「健康王国」「JOYBEAT」のコンテンツ（全44本）を期間限定で、無料公開させていただくことと
いたしました。リフレッシュをはじめ、ご自宅での運動不足解消、ストレス発散に、是非ご家族と一緒に
ご活用頂けますと幸いです。
新型コロナウイルスの一日も早い収束を、心より祈念しております。

https://joysound.com/st/joybeat_movie_ko-premium/

プログラム
 予約完了
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