
株式会社三和製作所

〒132-0021　東京都江戸川区中央4-11-8
TEL：03-5607-7811　FAX：03-5607-7812
http://www.sanwa303.co.jp

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■このカタログは、2012 年 1月現在のものです。

注文依頼　見積依頼書
貴社名

ご住所

電話番号

商品コード 数量

FAX 番号

備考

ご担当者名 いずれかに をご記入ください。

オーダー 見積依頼

ひじサポーター
①大人用 30-1129 ¥3,255（税抜¥3,100）

②こども用 30-1301 ¥2,310（税抜¥2,200）

【重量】50g【材質】ポリエステル、ポリスポンジ、特殊負荷プレート

ひざサポーター
①大人用 30-1128 ¥4,095（税抜¥3,900）

②こども用 30-1300 ¥3,360（税抜¥3,200）

【重量】150g【材質】ポリエステル、ポリスポンジ、特殊負荷プレート

疑似体験用ベスト重り付
①大人用 30-1291 ¥16,590（税抜¥15,800）

②こども用 30-1290 ¥10,290 （税抜¥9,800）

【材質】表地：ポリエステル100％、裏地：ポリエステル65％、綿35％

体力の低下を体験

多目的収納ケース
①M　オレンジ 30-1211

¥2,079（税抜¥1,980）
②M　グリーン 30-1221
③L　 オレンジ 30-1212

¥3,024（税抜¥2,880）
④L　 グリーン 30-1222

【サイズ】M：40×27.5×24.5cm、L：49×34×30cm

疑似体験教材の収納に

ひじ関節、ひざ関節の動きの低下体験が可能

【サイズ】フリー【材質】ポリエステル

ゼッケン
30-1200 ¥1,995

（税抜¥1,900）

4種類の
フィルム付

視覚障害ゴーグル
30-1130 ¥3,990

（税抜¥3,800）

【重量】125g【材質】セルロース、PVC

全盲・白内障などの
視覚体験に

手袋100枚入

紙テープ
2巻付

ディスポ手袋セット
30-1160 ¥2,310

（税抜¥2,200）

【材質】手袋：ラテックス

手指の機能低下
の体験に

疑似体験中の
安全表示に

2個1組

●聴覚の変化が体験できます。

イヤーマフ
30-1110 ¥5,250

（税抜¥5,000）

【重量】210g【材質】ABS樹脂、PC、PVC
クッション

耳栓　ひも付
30-1152 ¥472

（税抜¥450）

耳栓
① 
1組 30-1150 ¥126

（税抜¥120）

② 
40組 30-1151 ¥4,987

（税抜¥4,750）

聴覚の変化、
難聴の体験に

大人数での
体験に便利

ひも付で落下を防止

折りたたみ時

●使用者の体力に応じて
　重りを調整してください。

重り1kg
①4個入
②2個入

① ②

重りバンド
①手首用500g 30-1120 ¥1,102 （税抜¥1,050）

②足首用1kg 30-1121 ¥1,207 （税抜¥1,150）

③足首用1.5kg 30-1122 ¥2,415 （税抜¥2,300）

筋力低下による動作の不自由さと
平衡感覚の変化を体験

① ② ③

消毒用セット
30-1800 ¥2,761

（税抜¥2,630）

疑似体験教材の衛生管理に

アイマスク
①単品 30-1131 ¥262 （税抜¥250）

②40個組 30-1132 ¥8,400  （税抜¥8,000）

【材質】ナイロン

グループでの
全盲体験に 【セット内容】

●アルコール除菌スプレー
●清浄面100枚
●ソフトワイパー200枚入

〜やさしいひとづくり〜

5人に１人が 65歳以上という超高齢化社会になった日本。

わたしたちは、どのように接すればいいのか？

高齢者の気持ちになり理解することは容易なことではありません。

サンワでは、疑似体験を通して学ぶことにより、

高齢者の方々へ『気遣い』『助け合い』の心を持った

やさしい社会、やさしい人材を、つくっていくきっかけに

なってもらえればと思います。

高齢者
疑似体験教材

選 べるシステム 体 験 教 材
で き る だ け 多 く の 方 々 に 体 験 し て 頂 け る よ う に 誕 生 し た

NewNew

小学
校低学年から学べる

新登場

NewNew

前かがみ姿勢体験ベルトⅡ
①大人用 30-1281

¥3,990 （税抜¥3,800）
②こども用 30-1282

【重量】150g【材質】ポリエステル

前傾姿勢による
不自由さを体験
できます
●長さ調節可能。

NewNew アルミ折りたたみステッキ
①大人用 45-2500 ¥4,725

（税抜¥4,500）②こども用 45-2501
【サイズ】①81.5〜91.5cm②70.5〜80.5cm、折りたた
み時：28cm【重量】①350g②315g【材質】支柱：アルミ、
握り部：けやき

疑似体験の
サポートに

NewNew

40個セットには
ソフトワイパー
（200枚入）付

①

②

疑似
体験中

疑似
体験中



スタンダードPLUS・エキスパートセットがリニューアル！

サンワ高齢者疑似体験シリーズは集団学習や社員研修など、様々な場所でお使いいただいております。《参考事例》学校、社会福祉協議会、住宅メーカー、鉄道会社、自動車学校、航空会社、ホテル派遣会社、職業訓練所...これらのアイテムを通じて社会福祉への一歩へお役立てください。

聴覚の変化、難聴の体験ができます。
イヤーマフ2

体験者の体力に応じ、重さを変えられます。
重り付ベスト4

付属のシートで白濁、視野狭窄、黄変、
全盲が体験できます。

視覚障害ゴーグル1

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。

ゼッケン3

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。

重りバンド7

歩行時に負担のかかった体を補助します。
アルミ折りたたみステッキ8

前傾姿勢で固定した高齢者と同様の
目線と制限された動きを体験できます。

前かがみ姿勢体験ベルト5 特殊プレートにより屈曲が困難になり関
節の動きの低減を体験できます。

ひじ・ひざサポーター6
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できるだけ多くの人が体験できるように…。
サンワ高齢者疑似体験教材は、高齢者の日常生活を多くの方に体験して頂くため、
お求めやすい価格、使いやすいセット内容でご用意致しました。
社員教育や道徳教育にお役立てください。

高齢者
疑似体験
教材

セット別付属品 スタンダード
セット

スタンダード
セットPLUS

エキスパート
セット

イヤーマフ ● ● ●
耳栓ひも付 ● ● ●
視覚障害ゴーグル ● ● ●
アイマスク ●
ひじ・ひざサポーター ● ● ●×2
重りバンド手首（500g）・足首（1kg）用 ● ● ●×2
ディスポ手袋セット ● ● ●
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 ● ●
アルミ折りたたみスティック（袋付き） ●

はじめての方に使いやすい基本セットから、
お客様の要望にお応えしたフルセットまで、
3種類からお選びいただけます。

キッズグループ体験セット
30-2022 ¥101,325（税抜¥96,500）

【セット内容】
●キッズセット×4
●消毒セット

●多目的収納ケース（L）1個
●体験用ワークシートCD

キッズセット×4セット+（プラス）消毒セット

【セット内容】
●イヤーマフ
●視覚障害ゴーグル
●アイマスク
●ひじサポーター
●ひざサポーター

●重りバンド500g×2
●ゼッケン
●前かがみ姿勢体験ベルトⅡこども用
●アルミ折りたたみステッキこども用

キッズEXグループ体験セット
30-2027 ¥178,500（税抜¥170,000）

【セット内容】
●キッズEXセット×4
●消毒セット

●多目的収納ケース（L）1個
●体験用ワークシートCD

【セット内容】
●イヤーマフ
●視覚障害ゴーグル
●アイマスク
●ひじサポーター×2
●ひざサポーター×2

●重りバンド500g×4
●ゼッケン
●前かがみ姿勢体験ベルトⅡこども用
●疑似体験用ベスト重り付こども用
●アルミ折りたたみステッキこども用

高齢者疑似体験教材
スタンダードセット
30-2000 ¥22,575 （税抜¥21,500）

体験用ワークシート・CD付

スタンダードPLUSⅡグループ体験セット
30-2007 ¥99,750（税抜¥95,000）

キッズセット キッズEXセット スタンダードセット スタンダードセットPLUSⅡ エキスパートセットⅡ

高齢者疑似体験教材
キッズEXセット
30-2025 ¥46,200 （税抜¥44,000）

体験用ワークシート・CD付高齢者疑似体験教材
キッズセット
30-2020 ¥26,250 （税抜¥25,000）

体験用ワークシート・CD付

入門用に最適なスタンダードセット 体力に合わせて選べるフルセット はじめての
方にも使い
やすい、
基本セット

スタンダード
セットに
人気のアイテム
をプラス！

ユーザーの
ご要望に
お応えした
フルセット

スタンダードグループ体験セット
30-2004 ¥88,200（税抜¥84,000）

【セット内容】
●スタンダードセット×4
●消毒セット
●多目的収納ケース（L）1個
●体験用ワークシートCD

【セット内容】
●スタンダードセットプラスⅡ×4
●消毒セット
●多目的収納ケース（L）1個
●体験用ワークシートCD

【セット内容】
●エキスパートセットⅡ×4
●消毒セット
●多目的収納ケース（M）4個
●体験用ワークシートCD

エキスパートⅡグループ体験セット
30-2017 ¥220,500（税抜¥210,000）

高齢者疑似体験教材
スタンダードセットPLUSⅡ
30-2005 ¥26,250 （税抜¥25,000）

高齢者疑似体験教材
エキスパートセットⅡ
30-2015 ¥56,700 （税抜¥54,000）

2種類の低年齢用疑似体験セットがラインナップに加わりました！

対象年齢：小学校低学年〜高学年

選べる！試せる！よくわかる！
選べる3つの
高齢者疑似セット！

ご要望にお応えして
待望のキッズセット
新登場！

New

体験用ワークシート・CD付 体験用ワークシート・CD付

キッズセット×4セット+（プラス）消毒セット
大人数での体験予定の方はこちら

キッズEXセット×4セット+（プラス）消毒セット
大人数での体験予定の方はこちら

スタンダードセット×4セット+（プラス）消毒セット
大人数での体験予定の方はこちら

スタンダードセットPLUSⅡ×4セット+（プラス）消毒セット
大人数での体験予定の方はこちら

エキスパートセットⅡ×4セット+（プラス）消毒セット
大人数での体験予定の方はこちら


