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妊婦体験ベストは妊娠による加重とそれによるさまざまな影響を体験することができます。
妊娠への理解や生活の設計等学習するためのカリキュラムが備わっています。
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u For more information call 1.800.830.1416 
or email information@realityworks.com.

u Learn about our other RealCare™ products online: www.realityworks.com

クイックスタートガイド
SAFETY INSTRUCTIONS
The Pregnancy Profile® Simulator is to be used for educational purposes only. Misuse of this product can cause serious injury. 
It is recommended that the Pregnancy Profile Simulator be worn for at least 20 minutes to feel the effects.
While wearing the Pregnancy Profile Simulator:
• Do not walk on steep inclines or slippery surfaces.
• Do not wear high-heeled or slippery shoes.
• Do not twist side to side while bending over.
• Do not make any abrupt movements.
• Do not jump or run.
• Do not engage in strenuous activities (especially not in hot weather) to avoid risk of heat stroke.
• Immediately discontinue the use of this product if you feel any sharp pain, dizziness or tingling in your fingers.
• Use proper lifting technique when lifting the Pregnancy Profile Simulator and while wearing the simulator by squatting down to lift 

with your legs, not your back.

CLEANING INSTRUCTIONS
To clean the Simulator and the rib constrictor belt: 
• Remove water bladder, weight bag, and foam breast inserts. 
• Hand or machine wash cold, delicate cycle. 
• Do not bleach. 
• Do not wring or twist. 
• Line dry and smooth by hand. 
• Do not iron. 
To clean the water bladder: 
• Empty the bladder, leave the cap off and let dry after each use. 
• Wipe outside with damp cloth and mild soap if needed. 
• Air dry thoroughly.

製品構成
• 妊婦体験ベスト

• ベスト本体
• 胸部締め付けベルト
• 膀胱圧バッグ
• 水袋

• キャリーバッグ
• カリキュラム（Online-Downloads）



ご使用の手順について
1.構成品に不足がないかを確認してください。
2.ベストを装着する時は必ず二人以上で行ってください。

3.水袋のキャップを緩めて開封し、
中に温水を注ぎます。

4. 充填バルブを押し込んでキャップ
をしめます。

5. 腹部のチャックを開けると、更
に底部にジッパー付きポケットが
あります。中のポケットに膀胱圧
バッグ（砂嚢）をいれ、ジッパー
をとじます。

6. 水袋を腹部の中に納めます。水袋の
持ち手側が下腹部側にくるように
収納し、ジッパーをとじます。

7. Place the rib constrictor belt around  
the student directly under the rib cage.  
Have student exhale and then pull the  
belt tightly. Secure with hook and 
loop fastener.

8. Connect the shoulder straps with hook 
and loop fastener and place the Simulator  
on the student. Once on, readjust  
the straps if needed to position  
Simulator properly.

9. Snap the three horizontal belt buckles 
together and pull on the extra belt length 
until snug. Secure extra belt length 
in belt clips.

10. Place embroidered t-shirt over Simulator.

One size fits most
RealCare® Pregnancy 
Profile® Simulator



INSTRUCTIONS FOR USE
1. Check the contents of the package to ensure that every piece listed is included.
2. Work with a partner for assistance in putting on the RealCare® Pregnancy Profile® Simulator.

3. Unscrew the cap and fill the water 
bladder to the bottom of the fill tube  
with hot tap water.

4. Screw cap on and push fill valve  
into recessed position.

5. Unzip the belly pouch on Simulator.  
Inside of the large pouch is another 
zippered pocket.  Open the small inner  
pocket; insert the bladder pressure  
weight bag and zip closed.

6. Grip the filled water bladder’s handle 
and place into large belly pouch.   
Fold handle down and zip  
pouch closed.

7. 胸部締め付けベルトを胸郭下部に
巻き付けます。
巻き付ける時は息を吐いた状態の時に、
ベルトを絞めてください。
それからベストの下腹部のベルトを
とめてください。

8. ベストの肩のベルトを調整します。
必要に応じて、ストラップの長さも
調整し、正しい位置になるように
します。

9. 3本の水平ベルトを最大限締め付け、
余分な部分は、ベルトクリップに
固定します。

10. ベストの上から、Tシャツを
着てください。



Access your Understanding Pregnancy curriculum here:   

www.realityworks.com/pregnancyprofile-downloads

The RealCare Pregnancy Profile Simulator includes a complete weighted garment and curriculum designed to allow 
participants to experience pregnancy’s impact on the body, life goals and emotions.
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QUICK START GUIDE
安全に関するご注意
妊婦体験ベストは教育目的の使用のみを想定した商品です。誤った使用により、ケガを負う可能性がありま
す。また、効果を感じるには、少なくとも20分以上継続して装着していただくことを推奨します。

妊婦体験ベストを装着したら:
• 急斜面や滑りやすいところを歩かない
• かかとの高い履物やスリッパなどでは歩かない
• 前後に伸展した姿勢のまま、左右に体をひねらない
• 急な動きをしない
• ジャンプしたり、走ったりしない
• 熱中症の危険を避けるため、激しい活動はおこなわない（特に暑い日は避ける）
• 鋭い痛みやめまい、指のうずきなど異常を感じた時は速やかに使用を中止する
• 妊婦体験ベストを持ち上げるときや、装着する時は、膝を曲げ、かがんで行うとよい

お手入れについて
ベストと胸部締め付けベルト: 
• 水袋、膀胱圧バッグ、バストのインサートをとりだします
• 手洗い、洗濯機の場合は水でおしゃれ着洗い
• 漂白剤は使用しない
• 絞ったりひねったりしない
• 乾いたら、手で表面を滑らかにする
• アイロンは使用しない

•水袋をきれいにする:
• 使用後は完全に排水し、しっかりと乾かす
• 表面は湿った布で拭く（必要に応じ中性洗剤の使用も可）
• 自然乾燥する（熱風をあてない）

Product includes: 
• 1 Pregnancy Profile Simulator 

• Simulator vest
• Rib constrictor belt containing two plastic balls
• Bladder pressure weight bag
• Water bladder
• Embroidered t-shirt

• Carrying case
• Online access to the Understanding Pregnancy Curriculum
• 2-year limited warranty
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