
関係者各位

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

 

株式会社リオ（代表取締役社⻑

アマゾンをはじめとしたインターネット通販並びに通販各社、家電量販店

 認知症

年

 本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

た方に気軽にお使いいただけるような構成となっております。

 具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

問を用意し脳の活性化を図って参ります。また、

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。
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【製品内容】

関係者各位

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕
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年 1 月 厚⽣労働省発表）
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問を用意し脳の活性化を図って参ります。また、

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。
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本編 12 巻（約

記憶⼒編 
 注意⼒編 
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【製品内容】 

【制作】有限会社山屋商店

【販売】株式会社リオ
※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕
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アマゾンをはじめとしたインターネット通販並びに通販各社、家電量販店

患者は 2025 年に
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本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

た方に気軽にお使いいただけるような構成となっております。

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

問を用意し脳の活性化を図って参ります。また、

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。

 

本気の認知症対策
「もの忘れ」「老化」

（約 360 分以上のボリューム）
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【制作】有限会社山屋商店

【販売】株式会社リオ 
※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

脳科学の

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

株式会社リオ（代表取締役社⻑ 山下隆浩）は、

アマゾンをはじめとしたインターネット通販並びに通販各社、家電量販店

年に 700 万人を突破し、

厚⽣労働省発表）といわれ、認知症対策はまったなしの状況にあります。

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

た方に気軽にお使いいただけるような構成となっております。

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

問を用意し脳の活性化を図って参ります。また、

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。

 

本気の認知症対策
「もの忘れ」「老化」「ボケ」こんな言葉が気になる方へ
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篠原菊紀 教授

【制作】有限会社山屋商店 
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※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

News Release

脳科学の権威

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

山下隆浩）は、

アマゾンをはじめとしたインターネット通販並びに通販各社、家電量販店

万人を突破し、65

いわれ、認知症対策はまったなしの状況にあります。

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

た方に気軽にお使いいただけるような構成となっております。

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

問を用意し脳の活性化を図って参ります。また、それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。

 

本気の認知症対策
「ボケ」こんな言葉が気になる方へ

分以上のボリューム） 

教授 監修
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 東京都千代田区内神田
※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

News Release

権威  篠原菊紀教授

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

山下隆浩）は、認知症予防対策映像コンテンツ「いきいき脳楽エイジング

アマゾンをはじめとしたインターネット通販並びに通販各社、家電量販店

65 歳以上の高齢者のうち

いわれ、認知症対策はまったなしの状況にあります。

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

た方に気軽にお使いいただけるような構成となっております。

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。

 

本気の認知症対策
「ボケ」こんな言葉が気になる方へ

監修 いきいき脳楽エイジング

※本製本は OEM、ストリーミング配信用提供等可となります。

スターターキット

東京都千代田区内神田 211
※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

認知症予防対策映像コンテンツ「いきいき脳楽エイジング

アマゾンをはじめとしたインターネット通販並びに通販各社、家電量販店、法人特約店
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いわれ、認知症対策はまったなしの状況にあります。

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

た方に気軽にお使いいただけるような構成となっております。 

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。

 

本気の認知症対策 
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いきいき脳楽エイジング

、ストリーミング配信用提供等可となります。
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※記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

監修 

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

認知症予防対策映像コンテンツ「いきいき脳楽エイジング

、法人特約店

5 人に 1 人が認知症に罹患する

いわれ、認知症対策はまったなしの状況にあります。 

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。

 

「ボケ」こんな言葉が気になる方へ 

諏訪東京理科⼤学所属。

脳神経科学・応用健康科学を専門とし、「脳

活動の研究」を

からシニアまで幅広い層を対象とした書籍

を多数執筆・監修し、テレビ・ラジオにも

脳の専門家として出演。

いきいき脳楽エイジング

、ストリーミング配信用提供等可となります。

60 分） 副読本
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株式会社リオ

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

認知症予防対策映像コンテンツ「いきいき脳楽エイジング

、法人特約店を通して販売

人が認知症に罹患する

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事

で脳に良好な影響を与えるという篠原教授のメソッドを⼗分に反映したものとなっております。 

 

諏訪東京理科⼤学所属。

脳神経科学・応用健康科学を専門とし、「脳

活動の研究」をテーマ

からシニアまで幅広い層を対象とした書籍

を多数執筆・監修し、テレビ・ラジオにも

脳の専門家として出演。

諏訪東京理科⼤学

篠原菊紀

いきいき脳楽エイジング』 

、ストリーミング配信用提供等可となります。 
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株式会社リオ

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕

認知症予防対策映像コンテンツ「いきいき脳楽エイジング」

を通して販売いたします。

人が認知症に罹患する（2015

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事

 

諏訪東京理科⼤学所属。 

脳神経科学・応用健康科学を専門とし、「脳

テーマに研究を展開。幼児

からシニアまで幅広い層を対象とした書籍

を多数執筆・監修し、テレビ・ラジオにも

脳の専門家として出演。 

諏訪東京理科⼤学 

篠原菊紀 教授 監修 
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株式会社リオ 

誰でもかんたんに取り組める脳トレ運動から、脳を活性化する発⾳練習、クイズ問題まで︕ 

認知症予防対策に最適な脳トレメソッドをふんだんに詰め込んだ珠⽟の映像コンテンツ︕ 

」を

いたします。 

2015

本製品は脳科学の権威・篠原教授（諏訪東京理科⼤学）の監修のもと、記憶⼒の減退などちょっと気になりだし

具体的には脳機能の主要なはたらきである「記憶⼒」「注意⼒」「判断⼒」についてそれぞれの機能にあわせた設

それぞれのテーマにあわせた体操を織り込んでおり体を動かす事
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に研究を展開。幼児
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を多数執筆・監修し、テレビ・ラジオにも
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■価格

いきいき脳楽エイジング

いきいき脳楽エイジング記憶⼒編

いきいき脳楽エイジング注意⼒編

いきいき脳楽エイジング判断⼒編

■発売日

■問い合わせ

会社名

代表者

本社所在地

URL

TEL / FAX

担当者

メール

発売日

初回発注締日

販売元

 

●記憶⼒編
例）「グループで分けよう」

下の図をよく覚えて下さい。

30

問題︓図の中で運転できる乗り物はいくつありましたか︖
 

●判断⼒編
例）「違う角度から⾒ると

空間認識⼒と絡めた問題です。

A

B〜

■価格 

パッケージ版

いきいき脳楽エイジング

いきいき脳楽エイジング記憶⼒編

いきいき脳楽エイジング注意⼒編

いきいき脳楽エイジング判断⼒編

■発売日 

■問い合わせ 

会社名 

代表者 

本社所在地 

URL 

TEL / FAX 

担当者 

メール 

発売日 

初回発注締日 

販売元 

 

●記憶⼒編
例）「グループで分けよう」

下の図をよく覚えて下さい。

30 秒後にこの図について質問します。（図が消える）

問題︓図の中で運転できる乗り物はいくつありましたか︖
 

●判断⼒編
例）「違う角度から⾒ると

空間認識⼒と絡めた問題です。

A の画像を表⽰した後、この画像を違う角度から⾒た画像を

〜E から選んでもらいます。

答え︓3 つ（パトカー・⾃動⾞・消防⾞）

A 

記憶⼒・注意⼒・判断⼒を鍛える全

パッケージ版 

いきいき脳楽エイジング 

いきいき脳楽エイジング記憶⼒編

いきいき脳楽エイジング注意⼒編

いきいき脳楽エイジング判断⼒編

株式会社

山下

東京都千代田区内神田

http://www.riocomany.jp

03

小山

koyaman@riocompany.jp

2015

2015

株式会社リオ

「クイズ」・「体操」・「歌」で楽しく脳活トレーニング︕

●記憶⼒編 
例）「グループで分けよう」 

下の図をよく覚えて下さい。

秒後にこの図について質問します。（図が消える）

問題︓図の中で運転できる乗り物はいくつありましたか︖

●判断⼒編 
例）「違う角度から⾒ると」 

空間認識⼒と絡めた問題です。

の画像を表⽰した後、この画像を違う角度から⾒た画像を

から選んでもらいます。

つ（パトカー・⾃動⾞・消防⾞）

B 

D 

記憶⼒・注意⼒・判断⼒を鍛える全

いきいき脳楽エイジング記憶⼒編 

いきいき脳楽エイジング注意⼒編 

いきいき脳楽エイジング判断⼒編 

株式会社 リオ 

山下 隆浩 

東京都千代田区内神田

http://www.riocomany.jp

03-3526-5710 

小山 直文 

koyaman@riocompany.jp

2015 年 12 月 25

2015 年 12 月 18

株式会社リオ 

「クイズ」・「体操」・「歌」で楽しく脳活トレーニング︕

 

下の図をよく覚えて下さい。 

秒後にこの図について質問します。（図が消える）

問題︓図の中で運転できる乗り物はいくつありましたか︖

 

空間認識⼒と絡めた問題です。 

の画像を表⽰した後、この画像を違う角度から⾒た画像を

から選んでもらいます。 

つ（パトカー・⾃動⾞・消防⾞）

C 

E 

記憶⼒・注意⼒・判断⼒を鍛える全

希望小売価格 

（税別） 

29,800

12,000

12,000
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秒後にこの図について質問します。（図が消える） 

問題︓図の中で運転できる乗り物はいくつありましたか︖

の画像を表⽰した後、この画像を違う角度から⾒た画像を
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記憶⼒・注意⼒・判断⼒を鍛える全 12

 

 

29,800 円 本編 DVD12

特典①︓スターターキット

特典②︓副読本

12,000 円 本編 DVD4

12,000 円 本編 DVD4
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問題︓図の中で運転できる乗り物はいくつありましたか︖ 

●注意⼒編
例）「改造じゃんけん

はさみ・石・紙の画像が次々に表⽰されますので、頭の中で

「チョキ」「グー」「パー」に置き換えて手を出すじゃんけんです。

の画像を表⽰した後、この画像を違う角度から⾒た画像を 

●脳活体操・歌編
（体操）脳トレと体操を組み合わせたトレーニング

（歌）脳を鍛える歌のトレーニング

12 巻の DVD

DVD12 巻 

特典①︓スターターキット

特典②︓副読本 100P

DVD4 巻 

DVD4 巻 

DVD4 巻 

 

「クイズ」・「体操」・「歌」で楽しく脳活トレーニング︕

●注意⼒編 
改造じゃんけん」

はさみ・石・紙の画像が次々に表⽰されますので、頭の中で

「チョキ」「グー」「パー」に置き換えて手を出すじゃんけんです。

●脳活体操・歌編
（体操）脳トレと体操を組み合わせたトレーニング

（歌）脳を鍛える歌のトレーニング

DVD（2015 年

仕様

特典①︓スターターキット DVD 1

100P 

「クイズ」・「体操」・「歌」で楽しく脳活トレーニング︕

」 

はさみ・石・紙の画像が次々に表⽰されますので、頭の中で

「チョキ」「グー」「パー」に置き換えて手を出すじゃんけんです。

●脳活体操・歌編 ※各編の

（体操）脳トレと体操を組み合わせたトレーニング

（歌）脳を鍛える歌のトレーニング

年 12 月 25

仕様 

1 巻 

「クイズ」・「体操」・「歌」で楽しく脳活トレーニング︕ 

はさみ・石・紙の画像が次々に表⽰されますので、頭の中で

「チョキ」「グー」「パー」に置き換えて手を出すじゃんけんです。

※各編の DVD

（体操）脳トレと体操を組み合わせたトレーニング

（歌）脳を鍛える歌のトレーニング 

25 日発売予定）
 

はさみ・石・紙の画像が次々に表⽰されますので、頭の中で 

「チョキ」「グー」「パー」に置き換えて手を出すじゃんけんです。

DVD へ含まれます

（体操）脳トレと体操を組み合わせたトレーニング 

発売予定） 

 

「チョキ」「グー」「パー」に置き換えて手を出すじゃんけんです。 

へ含まれます 


