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ご注文について                                   

 電話でのご注文は、日曜日・月曜日・第２木曜日・祝日を除く火曜日から土曜

日の午前１０時から午後４時まで承っております。 

 メールでのご注文も可能ですが、注文確認のご連絡は営業時間内に限ります。

営業時間外にお送りいただいた場合は、休業明けにメールを確認してお返事

いたします。ご了承ください。 

 補装具・日常生活用具を申請される場合は、見積書を作成いたします。申請の

方法についての詳細は、Ｐ．５をご覧ください。 

 白杖や拡大読書器、ルーペ、パソコン等を購入される場合は、事前にご相談く

ださい。詳しくご説明いたします。来館での相談をご希望される場合は、事前に

ご予約くださいますよう、お願いいたします。 

 

お支払いについて                          

 個人のお客様で１回のお買上げ金額が３，０００円（税込）以上の場合は、先払

いでお願いしております。ご入金の確認が取れ次第、商品を発送いたします

（入金確認には２、３日かかる場合があります）。お支払いは、現金、銀行振込、

郵便振替となります。１回のお買上げ金額が３，０００円（税込）未満の場合は、

後払いとなります。商品と一緒に郵便振替用紙をお送りしますので、到着後、

お支払いをお願いいたします。 

※会社等の法人、学校、公的機関等からのご注文の場合は、商品とともに請

求書をお送りいたしますので、到着後にお振込みをお願いいたします。 

 送料および振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます（送料はお送り

する地域によって異なります。P．４をご確認ください）。 

 代金引換（代引き）によるお支払いもご利用いただけますが、別途手数料が必

要となります。Ｐ．４をご確認ください。 
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 ５階フロアで商品購入の際は、クレジットカードでのお支払いも可能です。取り

扱いカードは、VISA・MasterCard・セゾンカード・AmericanExpress・ＪＣＢ・

DinersClub・DISCOVER です。なお、日常生活用具・補装具の自己負担および

超過負担のお支払いは現金のみでお願いしております。ご了承ください。 

 ５階フロアで商品をご購入の際、レジ袋は有料です（1 枚５円）。 

          

送料について                                

●宅配便  基準内のサイズ（縦、横、高さの合計が１メートル、重さ１０ｋｇ以内）

※基準外のサイズの場合は、複数口でのお送りとなりますのでご了承ください。 

近畿 ６２０円                

中国・北陸・中部 １，０２０円

関東・信越（新潟・長野）・四国・九州 １，２２０円

南東北（宮城・山形・福島） １，３３０円 

北東北（青森・秋田・岩手） １，４３０円

北海道 １，９４０円             

沖縄 ２，３５０円

●その他の郵便（厚さ３センチ以内、重さ４ｋｇ以内）    全国一律３７０円

※手渡しではなく、郵便受けに投函されます。

※代金引換および日時指定はできません。

※厚さ３センチ以上の場合は５２０円となります。対面でのお渡しとなり、商品受け

取り時に受領印が必要です。

●代引き手数料（商品代金、送料、代引き手数料の合計額で決定）

１万円未満  ４６０円   ３万円未満  ５６０円 

１０万円未満 ７７０円  ３０万円未満  １，１７０円
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ご注意                                 

 この商品カタログは、２０２０年１０月現在のものです。メーカー等の都合により

仕様や価格の変更、製造中止となる場合もございます。 

 保証期間内であっても、修理・交換などで一旦返送いただく場合、送料はお客

様負担でお願いしております。 

 お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。 

 

補装具・日常生活用具給付制度                 

 身体障害者手帳をお持ちの方は、補装具・日常生活用具の購入について、補助

を受けられる場合がございます。 

【補装具費 支給制度】 

○視覚障害者安全つえ（白杖）、遮光眼鏡等がこの制度の対象となります。 

○商品価格の１割を購入者が負担することになります。ただし、所得に応じて上限

額が設定されます。 

○お住まいの地域によって負担金額が軽減される場合もありますので、詳しくは 

市町村の障害者福祉担当窓口へお問い合わせください。 

【日常生活用具 給付等事業】 

○この制度の具体的な対象品は、各市町村が決定しております。 

○購入者が負担する金額についても市町村の判断により決定されます。多くの地

域で、各対象品の基準額の１割を負担（所得により月額負担上限額あり）となっ

ているほか、大阪市など一部の地域では、所得に応じて負担額を決定する制度

が採用されております。また、１割負担の地域でも負担が軽減される場合がござ

います。 

○詳しくは、この商品カタログをご参考に、お住まいの市町村の障害者福祉担当

窓口にお問い合わせください。 

※いずれの場合にも、補助の上限額を超える分については、お客様のご負担とな

ります。また配送をご希望される場合、送料はお客様ご負担となりますこと、ご

了承ください。 



-6- 

パソコン関連商品のご購入について                                

 当センターでは、視覚障害者向けパソコンおよびソフトの相談・販売・サポート

を行っております。 

 価格は、ソフトのインストール・視覚障害者向けの初期調整やデータ移行作業

料込みで、デスクトップパソコンは約１５０，０００円、ノートパソコンは約１３０，０

００円になります。なお、ＮＥＣビジネスモデルのパソコンを販売しております。 

 

パソコンの使い方に関するご相談について                                

 パソコンやソフト、デイジー再生機などの使い方についてのご質問は、当センタ

ーの「パソコンＱ＆Ａ」で承っております。 

電話：０６－６４４１－１１９１ 

※日曜日・月曜日・第２木曜日・祝日を除く火曜日から土曜日の午前１０時から午

後４時 

 担当者が不在の場合や、電話が混みあい応答できない場合もございます。そ

の際は、しばらく時間をおいておかけ直しくださいますようお願いいたします。 
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◆販売品一覧          ※非課税の記載のない商品は、すべて税込み価格です 

※価格下の墨：墨字、点：点字、デ：デイジー、音：音楽ＣＤは取扱説明書の媒体です 

商 品 名 定価（円） 

点字・点訳関連  

点字器  ※日常生活用具候補品 

Ｓ－１８標準型点字器（ニモカ） 
卓上型の点字器です。１８行３２マスで両面書

き対応。ＡＢＳ樹脂製で、裏面は滑りにくいよ

うにウレタンゴムを貼っています。 

９，４２０ 
（非課税） 

ＳＦ－２７折りたたみ式標準型点字器（ニモカ） 
卓上型の点字器ですが、２つに折りたたむこと

ができ、持ち運びにも便利です。１８行３２マ

スの両面書き用の定規と、２７行３０マスの片

面書き用の定規の２つが付いています。ＡＢＳ

樹脂製で、裏面に滑りにくい加工が施されています。 

１０，２９０ 
（非課税） 

携帯型点字器（懐中定規） 

Ｐ－６点字器（ニモカ） 
６行３０マスの携帯型点字器。点筆付き。色は全４色で、

ピンク、ブルー、グリーン、イエローです。 

９２０ 
（非課税） 

Ｎ６３２小型点字器（日本点字図書館） 
６行３２マスの携帯型点字器。点筆付き、ケース入り。

色は全６色で、ブルー、グリーン、グレー、クリーム、

ピンク、オレンジです。 

１，２２０ 
（非課税） 

 
墨 

トツテンくん 
初心者のかたでも使いやすい、下板の凸面で読む形の点

字を書くことができる４行２６マスの携帯型点字器。 

点字の大きさが通常の１．２倍。点筆付き、ケース入り。

色は全５色で、緑、黄、ピンク、青、白です。 

 

１，５００ 
（非課税） 

 
墨・点 

だいてん丸 
点字の大きさが通常の１．２倍で、点字を学習し始めた

方にとって、読みやすくなっています。４行２６マスで

片面書き。点筆付き、ケース入り。色は全３色で、桜、

ゆず、抹茶です。 

 

１，５００ 
（非課税） 

 
墨 
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商 品 名 定価（円） 

漢点字用８点定規 
漢点字にも対応できるよう、１マスに８つの点を配置し

ています。もちろん、６点式の点字も書けます。 

４行３２マス。※点筆は付いていません。 

３，０９０ 
（非課税） 

点字関連用具 

平点筆（ニモカ） 
持ち手の部分が平らになっており、知らない

うちに転がってしまう心配もありません。 

３８０ 
（非課税） 

カット点筆（ニモカ） 
 持ちやすい丸形と、転がらない平型の両方の

特徴を備えた点筆です。 

４６０ 
（非課税） 

木製点筆 大 木製点筆 中 （日本点字図書館） 

持ち手の部分に樹齢８０年の桜を使用し、手

になじみやすい一品です。大は直径約 

２．６センチ、長さ約５．５センチ。中は直

径約２．３センチ、長さ約５．５センチ。 

２，１９０ 

点消棒（日本点字図書館） 
間違って打った点をきれいに消すことができ

ます。色はＮ６３２小型点字器と同じ６色。 

３４０ 

点字キューブ  
 ３段に分かれたブロックを回して遊べるキ

ーホルダーです。組み合わせを変えること

ですべての点字を表現できます。色は本体

が黒（６点は黄）と本体が黄（6 点は黒）の２種類。 

９３０ 

マスコットブレイル 
１行６マスの点字ピンが中に入っています。横に付属し

ている専用点筆で裏側から打つと、点字が

あらわれます。ボタン１つで元に戻るの

で、何回でも書いたり消したりできます。 

色はブルー、ピンクの２色。 

 

７２０ 

 
墨 

点訳学習７点セット 
初めて点字を学ばれる方に便利なセットです。テキスト

『初めての点訳』、携帯型点字器、点筆、点消棒、点字

用紙（薄手）４０枚、タックペーパー１枚、点字一覧表

の７点がハードケースに入っています。 

２，２３０ 
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商 品 名 定価（円） 

点字用紙類 

点字用紙（薄手、２００枚入） ★ 
９０キログラム。標準の厚さよりも薄めで、メモなどに

適しています。 

４００ 

点字用紙（厚手、２００枚入） ★ 
１１０キログラム。標準的な厚さの用紙です。 

４９０ 

点字用紙２６穴タイプ（２００枚入） ★ 
厚手の点字用紙で、２６穴用バインダーに収納できます。

整理・保存に便利です。 

５８０ 

点字用紙２６穴タイプ専用バインダー 
表紙はアイボリー色の軟らかいプラスチック製。リング

はワンタッチで開きます。７０枚まで綴じ込み可能。 

６２０ 

点字プリンタ用紙２０穴用バインダー 
表紙は青色のボール紙、リングはプラスチック製。ワン

タッチで開きます。７０枚まで綴じ込み可能。 

３８０ 

点字プリンタ用紙２０穴用バインダー 上質タイプ 
表紙はダイヤスカーフ（表面処理した紙製品）と白色 

ボール紙を合わせた素材で汚れにくい加工がしてありま

す。リングはプラスチック製。ワンタッチで開きます。

７０枚まで綴じ込み可能。 

５６０ 

タックペーパー ★ 
 裏紙をはがすと透明のシールになる点字用紙。点字を打

った後、好きな大きさに切って貼り付けることが 

できます。サイズは２０センチ×２５センチ。 

４０ 

エコタック ★ 
 裏紙をはがすと透明のシールになる点字用紙。点字を打

ったあと、好きな大きさに切って貼り付けることができ

ます。やや薄手でサイズは１９．５センチ×２７センチ。 

４０ 

エコタック 名刺サイズ １０枚 ★ 
 名刺やＣＤケースに貼ったり、外のフィルムに貼ってク

レジットカードやポイントカードの仕分けをしたりとさ

まざまな用途にご利用いただけます。サイズは９センチ

×5 センチ。 

５０ 

  ★印は点字用郵便でのお届けが可能です。その場合は、送料不要です。郵便受けに投函

されます。到着日時は指定できません。 
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商 品 名 定価（円） 

タックテープ（幅９ミリ×１０メートル） ４１０ 

タックテープ（幅１２ミリ×１０メートル） 
裏紙をはがすと透明のシールになるテープ状の点字用紙

です。透明なので、絵や文字の上に貼ることもできます。

タックテープ用ガイドが付いた点字器（Ｎ６３２小型 

点字器やＰ－６点字器）や点字タイプライター（テラタ

イプ）に通すと、きれいに点字を書くことができます。 

５３０ 

点字ラベル類 

点字ラベラー ＢＬ－１０００ 
点字ラベルシールをパソコン操作で簡単に

作成できます。無色透明のテープなので、

文字の上に貼っても邪魔になりません。 

 

６２，７００ 

 
墨・点 

点字ラベラー専用点字テープ 

（２巻１セット） 
１，９８０ 

点字タイプライター ※日常生活用具候補品 

テラタイプ 
小型で軽く持ち運びに便利な点字タイプライター。キー

の配列はパーキンス方式（左手人差し指が１の点）です。

両面書き（３３行）と片面書き（２５行）が可能です。

大きさは、６．５センチ×６．５センチ×２４．５セン

チ。重さは約１．２キログラムでカバーケース付です。 

 

７４，０００ 
（非課税） 

 
墨・点 

※点字プリンタの取り扱いも一部ございますので、購入をご検討の場合はお問い合わせ

ください。 
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商 品 名 定価（円） 

点字ディスプレイ（点字電子手帳） ※日常生活用具候補品 

ブレイルセンスポラリス 
Android OS を搭載した重さ７５０グラムの最先端の点

字音声情報端末です。インターネット接続による電子メー

ルの送受信、ホームページ閲覧、デイジー図書の再生等に

加え、Google サービスを利用できます。無線によるイン

ターネット接続、ブルートゥース機能によるパソコン等の

機器との接続、３２マスの点字表示、６４ＧＢの内蔵メモ

リを搭載。大容量のＳＤカードや高速

データ転送ができるＵＳＢポートのほ

か、１３メガピクセルのカメラを搭載

しています。サイズは幅２４５ミリ、

奥行 1４４ミリ、高さ１９ミリ、重さは７５０グラム。 

 

 

５９９，０００ 
（非課税） 

 
 

墨・デ 

ブレイルセンスポラリスミニ 
ブレイルセンスポラリスとほぼ同じ機能を搭載してい

る、２０マスの点字表示の持ち運びに便利な点字音声情

報端末です。また、マイクロSDカードも利用可能です（内

蔵バッテリーを取り外して装着）。サイズは幅１８５ミ

リ、奥行103ミリ、高さ２３ミリ、重さは４１５グラム。 

  

３９８,０００ 
（非課税） 

 
墨・デ 

ブレイルメモスマート Air１６ 
コンパクトサイズの１６マスの点字電子

手帳です。専用アプリ「ＢＭスマートタ

ーミナル」でＡｎｄｒｏｉｄ端末と接続

も可能になり、更に拡張機能ライセンスでワードやエク

セルなどの墨字にも対応。サイズは幅１７６ミリ、奥行

９４ミリ、高さ２７ミリ、重さは４３０グラム。 

 

３４９，８００ 

 
墨・点・デ 

オービット２０ 
２０マスの点字表示の小型点字メモ機。紙に打ち出す点

字タイプライターに代わって、点字のメモを保存・管理

ができます。ブルートゥース機能によるｉ

Ｐｈｏｎｅと接続も可能です。また、パソ

コンと接続して、点字ディスプレイとして

も使用できます。サイズは幅１６８ミリ、

奥行１１０ミリ、高さ３４ミリ、重さは４４０グラム。 

 ベーシックパック 

９８，０００円 
標準パック 

１１８，０００円 
（非課税） 

 
墨・点 
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商 品 名 定価（円） 

ブレイルメモスマート４０ 
いつでもどこでも点字と音声を利用した

快適なモバイル環境を実現するコンパク

トな次世代型点字ディスプレイです。40

マスの点字ディスプレイでは、業界初の

３０センチを切る大きさです。 

点字だけでなくテキストデータの作成ができ、またボイス

レコーダーやデイジー再生機能も搭載されています。 

ＵＳＢメモリやＳＤカードなどの記録媒体にも対応して

います。サイズは幅２９６ミリ、奥行１１８ミリ、高さ２

０．５ミリ、重さは９００グラム。 

３８０，０００ 
（非課税） 

 
墨・点・デ 

清華ミニ 
 １６マスの点字表示と点字入力キーを備えた小型の点字 

電子手帳です。文書の作成・編集のほか、電卓やスケジ

ュール帳など便利な機能も搭載してい

ます。ブルートゥース機能でパソコンに

接続できます。内蔵メモリは４ＧＢで

す。サイズは幅１６０ミリ、奥行９６ミ

リ、高さ２３ミリ、重さは３００グラム。 

 

１７８，０００ 
（非課税） 

 
墨 

清華Ｖ５ 
４０マスの点字ディスプレイ。無線機能

ブルートゥースでパソコンとの接続も

可能です。サイズは幅３３０ミリ、奥行

９１ミリ、高さ２５ミリ、重さは６４０グラム。 

２３８，０００ 
（非課税） 

 
墨 
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 商 品 名 定価（円） 

筆記・作図グッズ  

見やすいノート Ｂ５ 
太い罫線で見やすいＢ５サイズのノートです。 

行幅が１．２センチで１８行あります。罫線の色は青と

茶の２色。８０ページ、４０枚。 

２１０ 

見やすいノート Ｂ５ 太罫 
Ｂ５サイズのノートで行幅が約２センチと広く、１０行

あります。罫線の色は青と茶の２色。８０ページ、４０

枚。 

２１０ 

見やすいノート Ａ４ 
太い罫線で見やすいＡ４サイズのノートです。 

行幅が２．５センチで１０行あります。罫線の色は青と

茶の２色。８０ページ、４０枚。 

３２０ 

大きいマス目ノート Ｂ５ 
マス目が約２センチ四方で１ページにつき８Ｘ１２マス

あります。罫線の色は青。８０ページ、４０枚。 
２１０ 

大きいマス目ノート Ａ４ （４×５マス） 
マス目が約４．５センチ四方のノートです。 

罫線の色は青。８０ページ、４０枚。 
３２０ 

大きいマス目ノート Ａ４ （８×１０マス） 
マス目が約２．５センチ四方のノートです。 

罫線の色は青。８０ページ、４０枚。 
３２０ 

見やすいレポート用紙 Ｂ５ 
行幅２センチのレポート用紙です。罫線の色は青。８０

ページ、４０枚。 

１７０ 

見やすいブラックノート Ｂ５ 
黒紙のノートです。別売りのホワイトペンを使うと、 

文字がくっきり見やすく書けます。８０ページ、４０枚。 

３２０ 

ブラックメモパッド 
黒紙のメモ帳です。１３センチ×１８センチのメモ用紙

が５０シートあります。切り取りも簡単。 
２１０ 

TONE REVERSAL NOTEBOOK  Ｂ５ 
黒紙のノートです。Ｂ５サイズ。濃い罫線と薄い罫線が

交互にひかれています。行幅は８．５ミリ。表紙は黒色。

８０ページ、40 枚。 

８１０ 
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 商 品 名 定価（円） 

TONE REVERSAL NOTE  Ａ５ 
黒紙のノートです。Ａ5 サイズ。濃い罫線と薄い罫線が

交互にひかれています。行幅は約９ミリです。中綴じ製

本。表紙は緑色。６０ページ、３０枚。 

５００ 

ホワイトペン 
黒色や紺色などの紙に鮮やかに描くことができます。 

水性顔料ゲルインクを使用しており、濃くてもにじまず、

なめらかな書き味です。握りやすいラバーグリップ付。 

１５０ 

だんだん濃くなるペン（白） 
黒紙に書くと白熱電球に光が灯るように色が浮き出る不

思議な不透明マーカー(水性顔料)。書きはじめの薄い白色

から 15 秒ほどで、くっきり鮮明な白色に発色します。

筆記線幅 1.6 ミリ。 

２４０ 

サインガイド 
ペンなどで名前を書くのに便利なプラスチック枠です。

まっすぐに署名することができます。 

１００ 

宛名書きガイドセット 
宛名を書くときに、まっすぐ書けて便利です。ハガキ用

と封筒用のセット。表面はつや消し・黒色仕様なので、

乱反射を防ぎ、目が疲れにくくなっています。 

２，３００ 

はがき宛名書きガイド単品 １，５００ 

封筒宛名書きガイド単品 １，０００ 

レター用墨字ガイド Ｂ５ 
プラスチック製の黒色シートです。横書き用と縦書き用

の２枚セットで、横書きは１１行、縦書きは７行です。 

８００ 

レター用墨字ガイド Ａ４ 
プラスチック製の黒色シートです。横書き用と縦書き用

の２枚セットで、横書きは１４行、縦書きは９行です。 

９００ 

見やすい定規 
本体は明るい紺色、文字や

目盛りは白で印刷された

見やすい３０センチ定規です。メモリが凸線になってお

り、５センチ、１０センチごとに凸点が付いています。 

４７０ 
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 商 品 名 定価（円） 

作図グッズ 

レーズライター 
ビニール製の作図用紙の表面に、ボールペンで書いた図

形や文字がそのままの形で浮き上がります。ペン付き。 
３，３００ 

レーズライター用紙（薄手透明、１０枚組） １２０ 

レーズライター用紙（厚手白色、１０枚組） １９０ 

おもちゃ・ゲーム 

点字付きカードゲームほか 

点字付きトランプ 
カードの左上角と右下角にマークと数字が点字で表示さ

れています。 
１，２９０ 

大回転オセロ 
オセロ盤の１つひとつのマスが回転するよ

うになっています。回転させると黒の石、

白の石が順に出てきて、黒の石には溝がつ

いているので、白黒の判別も簡単。 

 

３，０００ 
 

墨 

アラビアの壺 
３種類の音の鳴る壺を３個ずつ使い、 

記憶と音を頼りに遊ぶボードゲームです。 

６，８００ 
 

墨・音 

おしゃべり温湿度計 
おしゃべりとしっぽの色で温度と湿度を教えてくれる、

おもちゃです。頭を１回押すとおしゃべり、２回続けて

押すと温度と湿度を音声でお知らせします。 

ライオン計とにゃんこ計の 2 種類あります。 

３，２００ 
 

墨 

立体囲碁アイゴ 
表面が十九路盤、裏面が九路盤として使え

る囲碁盤です。盤面の線が立体に浮き上が

っており、碁石の裏面には切れ目が入って

いるため、しっかりと碁石を盤面に固定で

きるようになっています。大きさは、幅４４０ミリ×奥

行４６０ミリ×高さ２５ミリ。 

１３，６８０ 
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 商 品 名 定価（円） 

録音再生機器 

デイジー図書プレイヤー ※日常生活用具候補品 

プレクストーク ＰＴＮ３ 
デイジー形式のＣＤの再生専用機。ＣＤだ

けでなく、ＳＤカードやＵＳＢ機器の利用

も可能です。キー操作により、目的のペー

ジ番号を直接入力して移動することがで

きます。必要最小限のキーだけで操作できる「すっきり

カバー」が付属。 

 

４８，０００ 
（非課税） 

 
墨・音 

プレクストーク ＰＴＲ３ 
デイジー図書の卓上型録音再生機。付属の

「すっきりカバー」を装着すれば、再生に

必要なキーだけを使えるので、初心者でも

安心して利用することができます。大音

量、高音質の内蔵スピーカーを搭載。ＳＤカードや内蔵

メモリに録音できます。また、視覚障害者情報総合ネッ

トワーク「サピエ」のデイジーオンラインサービスに対

応。有線ＬＡＮおよび無線ＬＡＮにも対応。 

その他、インターネットラジオの聴取や点字ファイルの

音声読み上げ等の機能が利用できる、お楽しみ機能追加

オプション（別売）もあります。 

 

８５，０００ 
（非課税） 

 

お楽しみ機能 

追加オプション 

１７，６００ 

 
墨・音 

プレクストークポケット ＰＴＰ１ 
ＳＤカード対応の携帯型録音再生機です。

デイジー図書データの再生のほか､ＭＰ３

形式の音声ファイルやテキスト文書の再

生にも対応しています。 

 

４１，０４０ 
（非課税） 

 
墨・デ・音 

プレクストークリンクポケット 
プレクストークポケットＰＴＰ１の機能に加え、無線 

ＬＡＮでインターネットに接続すること

で「サピエ」のデイジーオンラインサービ

スが直接利用できます。パソコンを使わず

にサピエのデイジー図書の検索やダウン

ロードができます。無線ルーター、ＣＤド

ライブ付き。 

 

８５，０００ 
（非課税） 

 
墨・デ・音 
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 商 品 名 定価（円） 

Ｂｌａｚｅ ＥＴ（ブレイズ イーティー） 
Ｂｌａｚｅはデイジー図書・音楽データ・ラ

ジオ・Ｗｅｂラジオ・ポッドキャストの再生、

色識別機能、ＯＣＲによる活字文書読み上

げ、テキストデータの読み上げ、「サピエ」

のデイジーオンラインサービスに対応した

マルチプレーヤーです。  

 

１１０，０００ 
（非課税） 

 
墨・デ 

音訳者向けデイジー図書製作支援機器 

ＰRＳ－Ｐｒｏ 
デイジー図書作成のためのソフトです。録音・編集・ 

ＣＤへの書き込みという一連の作業が行えます。 

１ライセンス版 

１９，８００ 

５ライセンス版 

 ８２，５００ 
 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

日用品  

聴いてわかるグッズ  ※日常生活用具候補品 

音声体重計 インナースキャンボイス ＢＣ－２０２ 
体重や体脂肪率以外に、ＢＭＩ（体格指数）、筋肉量、

内臓脂肪レベル、基礎代謝量、推定骨量、

体内年齢、体水分率を音声でお知らせし

ます。乗るだけで電源が入る「ステップ

オン」機能、登録者（最大４人）の中か

ら現在測定している人を自動で判別する

「乗るピタ」機能を搭載。 

 

１５，７００ 

 
墨・デ 

音声付き電子体温計 ＭＣ－１７４Ｖ けんおんくん 
測定結果を音声でお知らせする体温計で

す。ペン型のコンパクトな形状で、使いや

すくなっています。 

９，０００ 
（非課税） 

 
墨・音 

音声血圧計 ＵＡ－１０３０Ｔ 
 上腕にカフを巻いて計測する音声案内機能

付きの血圧計です。最高血圧、最低血圧、

脈拍数、ＷＨＯ区分に基づいた血圧の状態

を音声で知ることができます。測定可能な

腕周囲長は１７～３１センチ。 

 

１０，０００ 

 
墨・音 

タッチボイス 
本体はペン型、付属のドット付き音声 

シールに録音することができます。調味

料や薬の瓶、ＣＤケースなどの判別に便

利に使えます。シールは４０９６枚付属。

別売で、追加シール(セット)の購入が可能です。 

 

３９，９００ 
（非課税） 

 
墨・音 

タッチボイス・プラス 
タッチボイスの新ラインナップです。本体の大きさや仕

様、使用方法はタッチボイスと同様です。保証期間が６

年（1 年延長）となり、従来のシールに加えてコイン型

シール８４０枚とシール貼付用タグ３０枚、洗濯用耐水

チップ８０枚がプラスされました。 

 

５９,８００ 
（非課税） 

 
墨・音 
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商 品 名 定価（円） 

カラリーノ 
物の色を１５０通り以上に識別します。明る

さを測る光度測定機能も付いているので、 

電気の切り忘れを防ぐのにも役立ちます。 

４７，０００ 
（非課税） 

 
墨・音 

みずいろクリップ 
コップにお湯を注ぐときなどに液体を検知

します。本体の下部に液体が接触するとア

ラーム音を鳴らしてお知らせします。タイ

マー機能付き。また、色を知りたい対象物

に、本体上部にあるカラーセンサー部を押し当ててスイ

ッチを入れると物の色を音声でお知らせします。判別可

能な色は２８色。重さは約３８グラムです。 

 

５，４７０ 

 
墨・音 

音声方位磁石 C２コンパス 
ボタンを押すだけで、８方位を教えて 

くれる商品です。日本語、英語の切り 

替えが可能。重さは６１グラム。 

１３，３００ 
（非課税） 

 
墨・音 

音声メジャー テープキング 
計測結果を音声で読みあげるステンレス

製のテープメジャーです。計測した数値を

保存できるメモリー機能付で、最短 1 ミ

リメートルから最長 5 メートルまでを一度に計測。長さ

と角度の計測が可能です。大きさは、７．５センチ×１

０．３センチ×３．３センチ。重さ２８０グラム。 

２９，７００ 

 
墨・デ 

お財布型ポータブル紙幣識別機 Ｗａｌｌｅｔ（ウォレット） 
紙幣の識別やＩＣＯＣＡなどの電子マネ

ーカードの残高を確認できます。紙幣の 

確認は音声、効果音、バイブレーションの

３種類から選択できます。 

６２，８００ 
（非課税） 

 
墨・音 

ポータブル紙幣読み取り機 ＱＮ－２０ 
紙幣を読み取り、金額を読み上げる商品で

す。本体のカメラ部分に紙幣の角を合わせる

ことで、紙幣を認識します。 

８９，８００ 
（非課税） 

 
墨・音 
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商 品 名 定価（円） 

電池チェッカー ウッフィー 
電池の残量を音と振動で確認することができる商品で

す。１．５ボルトの乾電池(単１～単５)

や１．２ボルトのニッケル水素充電池、

９ボルトの角電池の残容量を確認する

ことができます。消耗具合は、６段階

でお知らせします。 

 

９，９００ 

 
墨 

便利グッズ 

バンボンドット 
透明の半球型の目印シール。１６個組。 

 

２３０ 

ロックドット 
中央に１点突起のある目印シール。 

６個組。透明とオレンジの２色。 
２３０ 

コインホーム 
６種類の硬貨を仕分けることができるコイン

ケースです。硬貨を入れることができる窪み

が両側に３か所（計６か所）空いています。 

５００円・５０円・５円は各４枚、１００円・

１０円・１円は各５枚収納可能。色は、オレ

ンジ、グリーン、ブラックの３色。 

１，０００ 

コインホームプラス 
３つ折りの財布の中にコインホームを

セットした商品です。６種類の硬貨と 

お札が収納できます。財布の色は黒色 

のみ。ファスナー付きのポケットが 

あり、コインホームに入りきらなかった

硬貨を入れることができます。 

１，３００ 

コインケース 
５００円・１００円・5０円・１０円の 

４種類の硬貨を仕分けられます。500 円は

5 枚、100 円・50 円・10 円は 7 枚収納

可能。色は、黒、茶、赤の３色。 

１，８９０ 
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商 品 名 定価（円） 

でか見えタイマー１００分計 
設定した時間になるとブザー音でお知らせ

します。大きな表示で操作ボタンは３つ 

だけ。背面にストラップ穴と折り畳み式の 

スタンド、マグネットがついています。色は

在庫に応じて異なります。 

 

１，０００ 

 
墨 

マルチタイマー TM-３０ 
電子音・小さな光・振動（切り替え式）でお知らせする

タイマーです。０から９の数字キーで入力ができ、１秒

から最大９９分９９秒までセット可能。背面にストラッ

プ穴と折り畳み式のスタンド、マグネットがついていま

す。色は、白のみです。 

 

２，２００ 

 
墨・点 

バイブレーションタイマー 
電子ブザー音または振動でお知らせするタイ

マーです。ボタン操作で簡単に切り替えられ

ます。色はホワイト、ブラック、ピンクの 

３色。クリップ付きのストラップが付属。 

 

２，２００ 

 
墨・点 

らくらく糸通し 
一押しで針に糸を通せます。 

糸切り機能付き。 

１，５５０ 
墨 

ガラス爪やすりミニ 
 長さ９センチ×幅１．２センチのミニサ   

イズ。 

８２０ 

ガラス爪やすり Ｍサイズ 
 長さ１３．５センチ×幅１．２センチの 

持ち運びに便利なサイズです。 
９９０ 

ガラス爪やすり（スワロフスキー付き） Ｍサイズ 
スワロフスキー社のクリスタルが付いた、オ

シャレな爪やすりです。長さ１３．５センチ

×幅１センチです。 

１，８７０ 

かかと・つめ用ガラスやすり 
長さ１９．５センチ×幅１．８センチの大き

めのスティック形かかと・つめ用やすりです。 

持ち手の色はピンク、青の２色。 

 １，９８０ 

※色の記載のない爪やすりは、在庫に応じて異なりますので、お問い合わせください。 
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商 品 名 定価（円） 

ナゾーレ 
 長さ 9 センチ×幅２．１センチの小さなブ

ーメラン形爪やすりです。やすり目が細か

いので、爪にやさしくなめらかに仕上がり

ます。色はピンク、青の２色。 

１，６５０ 

１０倍拡大鏡付きコンパクトミラー 
円形の折りたたみ式コンパクトミラーで、

広げたときの片方が通常の鏡、もう片方が

１０倍拡大鏡（かがみ）になっています。 

９６０ 

メイクブラシセット 
お化粧しやすい幅の広い末広筆とケース、チークを左右

対称にしやすいように同時に使用できる平バケが 2 個と

ケースがセットになっています。その他、マスカラコー

ム・オートリップブラシも加えた７点です。 

４，７５０ 

暗所視支援機器 ＭＷ１０ ＨｉＫＡＲＩ 
 暗い場所や夜間ではより明るい視界に、

また視野が狭い方にはより広く見える眼

鏡型の機器です。アウターレンズには、

遮光レンズを装備。手元で電源や明るさ

の調整、拡大機能等を操作できるコントローラー付き。

ヘッドセット部分は、約１３０グラムです。 

 

遮光眼鏡 

レチネックス付 

４３４，５００ 

 
墨 

ＡＩ視覚支援装置 ＯｒＣａｍ ＭｙＥｙｅ ２ 
小型カメラと小型スピーカーを搭載した

ＡＩ視覚支援装置です。メガネのツルの

部分に装着して使用します。文字の読み

上げ、登録済の人の顔や物品、お札、色

等の認識が可能な、画期的な装置です。重さは、約２２．

５グラム。なお、文字の読み上げに機能を絞った OrCam 

MyReader2（248,000 円・非）もあります。 

 

４９８，０００ 
（非課税） 

 
墨 

エンジェルアイ スマートリーダー 
 小型カメラと小型スピーカーを搭載した活字文書読み上

げのウェアラブル装置です。メガネのフレーム部分に装

着して使用します。ブルートゥース設定も可能。重さは、

約３０グラムです。 

 

２１７，８００ 

 
墨 
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商 品 名 定価（円） 

ｅＳｉｇｈｔマイグラス（ＦＱ Ｊａｐａｎ） 
ゴーグル中央にある高解像度のハイスピードカメ

ラと、独自の映像補正技術により装着者の眼前の 

ディスプレイにクリアなフルカラー映像をリアル

タイムに投影します。コントローラーで拡大・縮小、

色の変更が可能で、両手が自由にな

る拡大読書器として利用できます。

近用（手元の本など）と遠用（外の

風景など）を瞬間オートフォーカス

でピント合わせします。 

 

１,０４５,０００ 

 
墨 

Ａurora ナイトビジョンカメラ CDV-１０００C 
夜でもライト無しで周囲の状況を確認できる、低照度高

感度カメラです。夕暮れ時や街灯のない場所でも周囲の

状況を確認し、白杖と合わせて使うことで暗い場所が見

えにくいかたが、より安全に外出できるサポートアイテ

ムです。大きさは、横幅約６３２ミリ、高さ約５２５ミ

リ、奥行き約１１８５ミリ。重さ２７４グラムです。 

 

１４９，６００ 

 
墨 

スマートグラス オトングラス 
 カメラ付きの眼鏡型デバイスです。目の前にある文字を

カメラで撮影し、文字認識技術でテキストデータに変換。

それを音声として読み上げます。使用には、インターネ

ット環境が必要です。本体ユニットの重さは、約２１５

グラム。 

 

２１７，８００ 

 
墨 
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商 品 名 定価（円） 

調理グッズ 

計量器 

さじかげん 
液体調味料入れ。容器を傾けて上のくぼみを押

すと約１０cc、下の印部分を押すと約１５cc

の量が出てきます。色は赤と青の２色。 

４５０ 

ひとおしくん（２本組） 
容器を傾け、フタの部分を押すと約５cc の量

が出てきます。２本のうち、１本はフタの注

ぎ口のところに凸点があり、もう１本にはな

いので、使い分けも簡単です。色はグリーン、

オレンジの 2 色。 

８００ 

プッシュワン 
容器のフタの部分が押しボタン式になっていま

す。容器を傾けながらこれを押すと、約０．４cc

の液体を出すことができます。色は赤と青の２色。 

８３０ 

計量カップ 
50ml、１００ml、２００ml の３個 1 組。カップの内側

に凸線の目盛がついているため、指先で中身と目盛を確

認しながら計量が可能です。耐熱温度は８０℃です。 

７００ 

ＧＲＵＳ ボイスクッキングスケール 
音声で重さを知らせるクッキングスケー

ルです。物を乗せるだけで自動的に音声

が流れます。０リセット（風袋）も計測

可能で、器の重さを含めずに連続して計

測する場合などに重宝します。音声のオン・オフや製品

の使用方法などの音声ガイダンスもあります。 

 

６，６００ 

 
墨・音 

音声キッチンスケール ハイジ 
１グラムから５キログラムまで計量でき 

ます。精度も高く、シンプル機能で使いや 

すい、コンパクトデザインの音声キッチン 

スケールです。目標とする重さの設定等、多機能タイプ

のビビアン（２８，０００円・非）もあります。 

 

２４，０００ 
（非課税） 

 
墨・デ 
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商 品 名 定価（円） 

アイデアグッズ 

白黒両用まな板 
片面が黒色、もう片面が白色のまな板で

す。白っぽいものを切るときには黒い面、

濃い色のものを切るときには白い面を使

うと、見やすく切りやすくなります。 

２，０００ 

レンジマジックトレー 
電子レンジにかけても熱くならないトレ

ーで、レンジ後の取り出し・持ち運びに便

利です。滑り止めのシート付き。オーブ

ン・グリル機能では使用できません。 

１，０００ 

立つしゃもじ 
柄の先端が太くなっており、立たせることができま

す。これで置き場に困りません。色は黒。ひと回り

小さなコンパクトサイズ（４００円）もあります。 

５００ 

電磁調理器  ※日常生活用具候補品 

音声機能付ＩＨ調理器 
音声ガイドと操作音の音声機能付きＩＨ調理

器です。操作ボタンの位置が分かりやすい操作

ガイドカバーを装着しています。自動オフ等の

安全装置も搭載されています。※在庫限り 

 

３３，０００ 

 
墨・音 

パナソニック製 ＩＨホットプレート ＫＺ－ＨＰ１１００ 
通常の電磁調理器としてお使いいただけるほ

か、ホットプレートも付属しています。操作

ボタンに点字表示付き。 

 

２８，８００ 

 
墨 

パナソニック製 ＩＨ調理器 ＫＺ－ＰＨ３３ 
操作音（ブザー音）付きＩＨ調理器です。操作

部の各ボタンには、機能を意味する点字が入っ

ています。また、トッププレートの中心を確認

できるように、本体の側面に凸マークが３つあ

ります。切り忘れ自動オフ等の安全機能も搭載

されています。音声ガイドはありません。 

 

１２，３００ 

 
墨・デ 
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商 品 名 定価（円） 

時計  

腕時計  ※日常生活用具候補品 

触知式腕時計（セイコー） 
サイズが２種類（紳士用と婦人 

用）あり、それぞれ白地と紺地 

 の２色あります。白地のものは 

目盛りがゴールド、紺地のもの 

は目盛りがシルバーです。 
 

 

１２，６００ 
（非課税） 

 
墨・点 

触知式腕時計（シチズン） 
文字盤の１２時、３時、６時、９時の目盛り

には三角計形の突起、その他の目盛りには丸形

の突起があり、分かりやすく表示。また、黒い

文字盤に黄色の文字を組み合わせてコントラ

ストを強調し、見やすいデザイン。ベルトはシ

ルバーのステンレスで長さの調整が可能です。 

 

１４，０００ 
（非課税） 

 
墨・点・音 

音声式腕時計 ＳＢＪＳ００１（セイコー） 
音声ボタンを正面に配置した、使いやすい 

デザインです。ストップウォッチ機能、アラ

ーム機能付き。音声で確認しながら時刻・ 

アラーム設定が可能です。色はシルバー。 

 

１５，０００ 

 
墨・点 

音声式腕時計 ＳＢＪＳ００９／ＳＢＪＳ０１０（セイコー） 
音声ボタンが右横にあり、押し間違

いの心配が少ないです。ストップ 

ウオッチ機能、アラーム機能付き。

音声で確認しながら時刻・アラーム

設定が可能です。 

ＳＢＪＳ００９はブラックで、バンドはシルバーの金属。 

ＳＢＪＳ０１０はワインレッドで、バンドは同色の革。 

 

１７，０００ 

 
墨・点 

音声式腕時計 トーキングウォッチ 
 プラスチック製でお求めやすい価格です。 

色はブラック。 

 

２，１００ 
 

墨 

  
紳士用 

（写真は白） 

婦人用 
（写真は紺） 
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商 品 名 定価（円） 

ボイス電波腕時計（インテック） 
アナログタイプ音声腕時計です。音声で時刻・ 

日付を知らせます。30 分毎の時報機能付き。 

文字盤は白地、黒地の 2 色。 

白地は黒の文字、黒地は白の文字です。着脱 

が簡単なシルバーの伸縮ベルトと革ベルト

（黒・茶・白）との組み合わせで 5 種類あり 

ます。触読はできません。 

 

１３，３００ 

 
墨・音 

ボイス電波腕時計ソーラー＋リチウム電池 

（インテック） 

ボイス電波腕時計と同じ機能を備えた、ソー 

ラーとリチウム電池を併用した省電力設計の 

ボイス電波腕時計です。文字盤が、シルバー   

とブラックの 2 種類。バンドはシルバーの金属です。 

 

１５，０００ 

 
墨・音 

ロービジョンウォッチ（インテック） 
文字盤を見やすいようにデザインされた腕時

計です。時刻表記の印や針が、目立つように

デザインされています。着脱もワンタッチで

簡単にできる、バックルの金具がついた革ベ

ルト。サイズおよび文字盤のカラーの組み合

わせは、５種類。音声読み上げはありません。 

 

５，５００ 

 
墨 

置時計・カード型時計ほか  ※日常生活用具候補品 

音声置時計 パルデジットボイスⅡ（シチズン） 
電波目覚まし時計です。時刻、温度、

日付を音声で知らせてくれます。 

また、電子音とボイスのダブルアラ

ームで２つのアラームを別々の時

刻に鳴らせます。１２時間制。色は

シルバー。 

 

６，０００ 

 
墨 

音声置時計 トークライナーＤＡ２０６（セイコー） 
アラーム付き電波時計です。時刻、 

温度、湿度、日付を音声で知らせてく

れます。１２時間制と２４時間制切替

式、オートスピーキング機能あり。 

色はゴールドとホワイトの２種類。 

 

６，７８０ 

 
墨・点 
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商 品 名 定価（円） 

見やすい電波時計（セイコー） 
ロービジョン向けの見やすいデジタ

ル置時計です。文字盤は黒、数字や

文字は白で表示。カレンダー、温度、

湿度も表示します。電源はＡＣアダ

プターのみです。音声読み上げはあ

りません。 ※在庫限り 

 

大 ８，８００ 

小 ５，５００ 

 
墨 

キーホルダー付き音声時計 
カバンに付けたり、ポケットに入れたり、と 

手軽に使える時計です。 

時報、アラーム機能付き。 

 

１，２５０ 
 

墨 

折りたたみ式音声時計 パルデジットガイド（シチズン） 
折りたたみ式の電波目覚まし時計です。ス

タンド部分がふたになっています。ふたを

閉じても中央の音声ボタンが操作できる

ように穴があけてあります。１２時間制。

色はシルバー。 

 

３，４００ 

 
墨 

音声カード型時計 ポケットトークＤＡ２０８Ｋ

（セイコー） 
ポケットに入るサイズのアラーム付き電波時計

です。１２時間制と２４時間制切替式、オート

スピーキング機能付き。色はブラック。 

６，７８０ 

 
墨・点 

触読式振動時計 メテオ 
 １時間単位、１０分単位、１分単位を

表す３つのボタンを押すことで、時間

が振動でわかります。振動のみで音声

は出ません。色は青の 1 色のみ。 

 

１１，０００ 
 

墨・点 

触読式振動時計 タックタッチ 
１時間単位、１０分単位、１分単位を

表す３つのボタンを押すことで、時間

が振動でわかります。アラーム、タイ

マー機能付。腕時計型とストラップ型

の２種類。色は在庫に応じて異なりま

すので、お問い合わせください。 

※在庫限り 

腕時計型 

１４，０８０ 

 

ストラップ型

１３，２００ 

 
墨・点・音 
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商 品 名 定価（円） 

白杖・遮光眼鏡・フラッシュライト他  

直杖  ※補装具対象品 

オリジナル直杖Ⅱ 
ブラックカーボン製の丈夫な一本杖。グリップは黒、赤、

青の３種類。 

５，２００ 
（非課税） 

マイケーン 
アラミド繊維製。グリップはゴム製とカーボン製。ゴム

製は、ゴムグリップとフィットグリップの２種類。石突

きはしずく型のマイチップ。 

ゴムグリップ/ 

フィットグリップ 

（ストレート） 

６，０００ 
カーボングリップ 

９，０００ 
（非課税） 

ＣＧケーン 
身長に合わせて長さを設定できる、伸縮式スクリュー固

定のついた直杖です。先端の細いシャフトは、軽量なカ

ーボン製。長さの異なるＳサイズ、Ｍサイズ、Ｌサイズ

の３種類です。 

６，５００ 
（非課税） 

折りたたみ杖（携帯用杖）  ※補装具対象品 

アドバンテージ 
ブラックカーボン製。金属のように曲がらずガタつきが

少ないのが特徴です。長さは５センチ刻みで、１０１～

１１１センチは４段折り、１１６～１４７センチは５段

折り。 

６，５６０ 
（非課税） 

マイケーン 
アラミド繊維製。グリップはゴム製とカーボン製。ゴム製

は、ゴムグリップとフィットグリップの２種類。石突きは

しずく型のマイチップホワイト。長さは５センチ刻みで、

８５～１４０センチ。５段折り。 

ゴムグリップ/ 

フィットグリップ 

（ストレート） 

７，２００ 
カーボングリップ 

１０，５００ 
（非課税） 

マイケーン オレンジグリップ 
アラミド繊維製。グリップはオレンジ色のゴムグリップ。

石突きはしずく型のマイチップホワイト。長さは１１０、

１１５、１２０センチ。６段折り。 

７，２００ 
（非課税） 
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商 品 名 定価（円） 

みちづれ 
 軽金属製。日本製の丈夫な杖。長さは５センチ刻みで、

１００～１３０センチ。５段折り。収納袋が付属。 

３，７００ 
（非課税） 

ＣＧケーン 
身長に合わせて長さを設定できる伸縮式の３段の折りた

たみ式白杖です。伸縮部分は、ワンタッチでレバーを開

け閉めできるカムレバー式。シャフトは軽金属製。長さ

の異なるＭサイズ、Ｌサイズの２種類です。 

６，０００ 
（非課税） 

シンボルケーン（携帯用杖）  ※補装具対象品 

ＩＤケーン 
アドバンテージと同素材で補助的に使用するシンボルケ

ーン。細くて７段折りなので携帯に便利。長さは５セン

チ刻みで８５～１３２センチ。 

４，２００ 
（非課税） 

パートナー 
 補助的に使用するシンボルケーンです。シャフト部

分は軽くて丈夫な超々ジュラルミン製。６段折りで

コンパクトに収納できます。長さは５センチ刻みで

９０～１３０センチ。収納袋が付属。 

６,２００ 
（非課税） 

６連スライドケーン クリスメイト 
 伸縮式・カーボン製のシンボルケーンです。長さは約 

１１５センチのみ。縮めた時の長さは２６センチ、重さ

は約６0 グラム。持ち運びに便利な大きさなので、スペ

アとしてもおすすめの白杖です。収納袋が付属。 

６，８００ 
（非課税） 

８連スライドケーン ナビメイト 
伸縮式・金属製のシンボルケーンです。長さは１１８、

１２８、１３８センチ。縮めた時の長さは２７～２９ 

センチ、重さは約１７０～１８８グラム。伸縮式ですが、

最長まで伸ばすと「カチッ」と固定されるため力を加え

ても縮むことがありません。収納袋が付属。 

７，８００ 
（非課税） 

７連スライドケーン ナビメイト ※在庫限り 
長さは１２３、１３３センチ。縮めた時の長さは２8．5

～３０センチ、重さは約１６０～１７０グラム。 

７，８００ 
（非課税） 

※白杖の修理や石突き交換も可能ですが、一部、修理等応対できない種類もございます。

修理等ご希望の場合、まずはサービス部までご相談ください。 
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商 品 名 定価（円） 

身体支持併用杖  ※補装具対象品 

ＳＵケーン 
高齢者や身体を支える必要のある方用の白杖。軽金属製

で持ち手が木製のＴ字型。接地面には滑り止めのゴム付

き。ワンタッチ操作で、６０～９４センチまで長さ調節

が可能。 

９，０００ 
（非課税） 

けい楽 
Ｌ型グリップのスライド式、身体を支えられる軽金属製

の白杖です。ワンタッチ操作で長さ調節が可能です。 

７３～９８センチ、約２．５センチ間隔のプッシュボタ

ン式。体重７０キログラム以下の方にお勧めしています。 

６,５００ 
（非課税） 

Ｔ型ケーン 
身体を支えることのできる伸縮式のＴ型白杖です。伸縮

部分は約２．５センチ間隔のプッシュボタン式。長さは、

７６～８８センチまで調整可能です。 

伸縮式 ４，０００ 

４点支持付き 

４，５００ 
（非課税） 

石突き ※杖の径（太さ）によって付けられないものもありますのでご相談ください。 

オリジナル石突き 
スタンダードタイプの石突き。杖の直径に 

よって各種あります。ナイロン製。 

４００ 

固定式マシュマロチップ 
大型の丸みを帯びた石突き。溝にもはまりに

くいのが特徴です。ナイロン製。 

７６０ 

ローラー式マシュマロチップ 
横に回転するタイプの石突き。ナイロン製。 １，６００ 

パームチップ 
丸みを帯びたキノコ形の石突き。超ポリマー

製で滑りがよく長持ち。独自のクッション構

造を持ち、引っかかりが少ないのが特徴。 

３，３００ 

ジャンボチップ 
直径約６．５センチの半球状、お椀型。ナイロン製。 

２，９００ 

マイチップホワイト 
しずく形の丸みを帯びた白い石突き。 

耐摩耗性樹脂材。 

１，２００ 
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商 品 名 定価（円） 

付属グッズ 

キーホルダー付きライト 
 白色ＬＥＤライトで点灯します。 

６００ 

ＬＥＤライト付きキーホルダー 
小型のＬＥＤライトです。直径１．５センチ、長さ約７

センチ。ＬＲ４４ボタン電池３個使用。 
３００ 

ベル 
 キーホルダー型のベルです。 

２００ 

オリジナル直杖用シャフトカバー 
石突きの少し上に取り付けて白杖のシャフトを 

保護するカバーです。オリジナル直杖Ⅱ用です。 

３００ 

ころばぬ杖エクセレント 
杖に装着し、お店のカウンターやテーブルなどに引っ掛

けることができます。また、磁石がついているため、金

属製のものに貼り付けることもできます。幅約２センチ、

奥行約３センチ、高さ約８．５センチ。 

※ＩＤケーンやパートナー等の細い杖、及び身体支持併

用には使用できません。 

１，２５０ 

傘杖ぴたっシュ 
傘や杖をいろんなところに簡単に固定でき、繰り返し使

える便利グッズです。同封のお名前シールを使えば、普

段は名前が隠れるネームタグにもなります。色は在庫状

況によって異なります。 

５００ 

移動支援補助具 

パームライン 
 施設の通路やトイレへの誘導、ご自宅の段差等の目印に

使用できる屋内用の黄色の誘導版です。大きさは、幅約

75 ミリ、厚さ約５ミリ、長さは２９７ミリです。 

粘着付き ９５０ 

素板 ９００ 

屋内用視覚障害サポートマット ほたる 
 軽量かつ着脱容易な屋内用誘導ブロックです。 

フロア仮設用の点状タイプ、線状タイプまたは、カーペ

ット用の点状タイプ、線状タイプの 4 種類からお選びい

ただけます。 

２，３１０ 
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商 品 名 定価（円） 

遮光眼鏡 

遮光眼鏡 Viewnal（ビューナル） by STG 
 普段お使いのメガネの上から掛けることのできる、遮光

オーバーグラスです。まぶしさの原因となる青色光線を

効果的にカットし、コントラストを強調します。カラー

は２６色、フレームサイズは３種。フレ

ーム上部には厚みがあり、上から入り込

む光を遮断し、側面にも同じカラーのレ

ンズがはめ込まれており、側面の視界も

遮りません。※度付きレンズには対応しておりません。 

１１，０００ 

フラッシュライト 

ＢＬＵＳＴＥＲ（ブラスター） ＢＲ－１０００Ｒ 
充電式のＬＥＤ懐中電灯です。明るさ 

６００ルーメン（Ｈｉｇｈモード）、 

重さ約２４０グラム、長さ約１８．５ 

センチ。連続点灯約 3 時間（Ｈｉｇｈ 

モード）。 

７，２００ 

Ｔ－ＲＥＸ（ティーレックス） ＴＸ－８５０Ｒｅ 
充電式のＬＥＤ懐中電灯です。明るさ 

８５０ルーメン（Ｍａｘモード）、 

重さ約２４０グラム、長さ約１６セン 

チ。連続点灯約４．５時間（Ｈｉｇｈ 

モード）。AC アダプター付。 

１２，０００ 

閃（せん） FLP－１８０７ 
電池式のＬＥＤ懐中電灯です。明るさ 

２５０ルーメン、重さ約１１０グラム、 

長さ約１０．７センチ。単４形アルカ 

リ電池３本使用。 

４，０００ 

閃（せん） FLP－１８０８ 
充電式のＬＥＤ懐中電灯です。明るさ 

３７０ルーメン、重さ約１３５グラム、

長さ約１３．5 センチ。連続点灯約５時

間（Ｈｉｇｈモード時）で約２．５時間

です。マイクロ USB ケーブルおよび専用充電池付き。 

６,０００ 
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商 品 名 定価（円） 

拡大読書器 ※見本を置いていない機種もあります  

据置き型   ※日常生活用具候補品 

クリアビューＣ ＨＤ２２（システムギアビジョン） 
２２インチ液晶モニタ。フルＨＤカメ

ラを搭載。画面を支える支柱が左側に

あり、カメラの位置も高いので、新聞

や大型の書物を十分に広げて読書す

ることができます。拡大率は１．５倍

～８０倍。画像はカラー・白黒・白黒

反転など１７種類から選択可能。ライ

ン・マスキング機能付き。 

２２６，０００ 
（非課税） 

 

墨 

クリアビューＣ Ｏｎｅ ２２（システムギアビジョン） 
２２インチ液晶モニタ。ＨＤカメラを搭

載。クリアビューC HD22 のコント

ローラーの機能の一部を制限した、シン

プルな操作性。拡大率は２．０倍～７５

倍。画像はカラー・白黒・白黒反転など

１７種類から選択可能。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

メーリンＨＤ（日本テレソフト） 
２４インチ液晶モニタ。拡大率は 

２．４倍～７３倍。画像はカラー・白黒・

白黒強調・白黒反転など２８種類から５

種類を選択可能。ライン・マスキングが

可能になる HD パック付き。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

ＮＶＳ－Ｘ１（ナイツ） 
 ２１．５インチ液晶モニタ。拡大率は 

２．７倍～５0 倍。画像はカラー・白黒・

白黒反転・黒黄・黄黒反転の５種類。ラ

イン・マスキング機能付き。対象物を置

く可動式テーブルは、縦方向のみ、 

横方向のみのロックが可能です。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

トパーズＨＤアドバンス（インサイト） 
 ２０インチ液晶モニタ。拡大率は１．６倍

～５４倍。画像はカラー・白黒・白黒反転

など３０種類から選択可能。ライン・マス

キング機能、静止画機能付き。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

アクロバットＨＤ（日本テレソフト） 
２２インチ液晶モニタ。拡大率は１．５倍

～５７．８倍。画像はカラー・白黒・白黒

反転・白黒強調など２８種類から５種類を

選択可能。カメラは３４０度回転できるの

で、前方の遠くのものや手前なども見られ

ます。ライン・マスキング機能、静止画機能付き。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

アクロバットＨＤアームタイプ（日本テレソフト） 
 アクロバット HD の本体とモニタが離れて

いるタイプです。拡大率は 1．２倍～４８．

６倍。画像はカラー・白黒・白黒反転・白

黒強調など２８種類から５種類を選択可

能。カメラは３４０度回転できます。２１．

５インチのモニタ付き。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

オニキスＨＤデスクセット（インサイト） 
２０インチ液晶モニタ。拡大率は１．４倍 

～１０６倍。画像はカラー・白黒・白黒反

転など３３種類から選択可能。カメラは３

４０度回転できるので、前方の遠くのもの

や手前なども見られます。ライン・マスキ

ング機能、静止画機能付き。 

２１３，０００ 
（非課税） 

 

墨 

トパーズＰＨＤ（インサイト） 
 コンパクトに折りたたむことができる据置

型の拡大読書器です。１２インチ液晶モニ

タ。拡大率は１．７倍～２４倍。画像はカ

ラー・白黒・白黒反転など３２種類から選

択可能。重さは３．８キロ。静止画像を撮

影してＳＤカードに保存可能。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

メゾ・フォーカス（システムギアビジョン） 
折りたたむことができる省スペース設計の据置型拡大読

書器です。フルＨＤカメラ搭載。20 イン

チと２４インチのワイド液晶モニタの 2

種類あります。拡大率は３倍～３４倍。画

像はカラー・白黒・白黒反転など好みの色

の組み合わせから選択可能です。ライン・

マスキング機能付き。 

20 インチ 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

24 インチ 

２２６，０００ 
（非課税） 

墨 

携帯型  ※日常生活用具候補品 

トラベラーＨＤ（システムギアビジョン） 
１３．３インチワイド液晶モニタ。拡大率

は２．４倍～３０倍です。画像はカラー・

白黒・白黒反転など 15 種類から選択可能。

スライドレール、大型ローラーを搭載して

いるため、本体を前後、左右にスライドさ

せることができます。ライン機能付き。専用スタンド（別

売）で厚みのある書籍も読むことができます。約２キロ

グラム。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

読書専用スタンド 

１６，５００ 
 

墨 

ズーマックススノー１２（システムギアビジョン） 
１２インチ フルＨＤの液晶モニ

タ。拡大率は２．７倍～１９倍です。

画像はカラー、白黒反転など８種類

から選択可能。付属の専用スタンド

を使うと、A4 サイズ相当の原稿を

撮影して表示。筆記も可能です。ま

た、画面に直接タッチしての操作も、ボタンによる操作

もどちらもできます。重さ約９６０グラム。 

２０９，０００ 
 

墨 

ヴィゾ・ルクス・デジタル ＸＬ ＦＨＤ 

（エッシェンバッハ光学ジャパン） 
１１．６インチ フルＨＤの液晶モニタ。

拡大率は２倍～２２倍です。スマートフ

ォンの画面のように二本の指で拡大縮

小、スクロールが可能。画像はカラー、白黒反転など１

４種類から選択可能。ＨＤＭＩの入力および出力機能付

き。重さ約１０５０グラム。 

１９８，０００
（非課税） 

 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

コンパクト１０スピーチ（システムギアビジョン） 
１０インチ フル HD の液晶モニ

タ。拡大率は０．５倍～２２倍です。

画像はカラー、白黒反転など１７種

類から選択可能。読み上げ機能付き

で、画面と音声の両方で確認ができ

ます。画面に直接タッチして操作します。また、アーム

式カメラを本体から引き出すと、スタンドを使わなくて

も A４サイズ全体を撮影可能。筆記もできます。約９５

０グラム。 

２３７，６００ 
 

墨 

クローバー１０（システムギアビジョン） 
１０インチワイド液晶モニタ。拡大率は

２．７倍～１７倍。画像はカラー・白黒・

白黒反転など１６種類から選択可能。望

遠モード、ライン・マスキング機能付き。

モニタ側のカメラを切り替えて鏡のよ

うにも使えます。約７１０グラム。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

折りたたみ式の

専用スタンド 

６，６００ 
墨 

クローバー７Ｓ（システムギアビジョン） 
 7 インチワイド液晶モニタ。拡大率は２．４倍～３０倍。

画像はカラー・白黒・白黒反転など、 

１６種類から選択可能。望遠モード、

ライン・マスキング機能付き。筆記に

便利な折りたたみ式の専用スタンド

が付属。約４１６グラム。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

アミーゴＨＤ（日本テレソフト） 
７インチ液晶モニタ。拡大率は１．４倍

～２５倍。画像はカラー・白黒・白黒反

転など３２種類から選択可能。遠用モー

ド・テレビ接続機能付き。５９０グラム。 

１９８，０００
（非課税） 

 

墨 

ルビーＨＤ ７インチ（インサイト） 
 ７インチ液晶モニタ。拡大率は２倍～２４倍。 

画像はカラー・白黒・白黒反転・青黄・ 

黒黄など１５種類から選択可能。 

ライン・マスキング機能付き。カメラの 

角度を調節して前方や自分の姿を映す 

ことができます。テレビ接続機能付き。５１０グラム。 

１９８，０００
（非課税） 

 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

ヴィゾ・ルクス・デジタル ＨＤ 

（エッシェンバッハ光学ジャパン） 
７インチ液晶モニタ。拡大率は２倍～

２２倍。画像はカラー・白黒反転など

１４種類から選択可能。ライン・マス

キング機能付き。３段階の明るさ調整

やテレビやＰＣ出力が可能。約４６０グラム。 

１９４，４００ 
（非課税） 

 

墨 

コンパクト６ＨＤ（システムギアビジョン） 
 ６インチ液晶モニタ。拡大率は約 

１．８倍～１８倍。画像はカラー・ 

白黒反転など、１７種類から選択可 

能。タッチスクリーンボタンで操作 

ができます。約２７０グラム。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨 

ルビーＨＤ ５インチ（インサイト） 
５インチ液晶モニタ。拡大率は２倍～１４倍。画面を斜

めに立てたり、持ち手を持って使うこ

とができます。画像はカラー・白黒・

白黒反転・青黄・黒黄など１５種類か

ら選択可能。ライン・マスキング機能

付き。２６５グラム。 

１９７，４００ 
（非課税） 

 

墨 

クローバー４（システムギアビジョン） 
 ４．３インチ液晶モニタ。拡大率は約

３．5 倍～１６倍。画像はカラー・白

黒など４種類から選択可能。電子ルー

ペ初のコントラスト調整機能付き。専

用ハンドル（別売）で文字の確認や筆

記がしやすくなります。約１８０グラム。 

３９，８００ 
（非課税） 

 

専用ハンドル 

１，９８０ 
 

墨 

ぺブルＨＤ ベーシック（日本テレソフト） 
４．３インチ液晶モニタ。拡大率は４．５倍～１３．４

倍まで５段階で切り替え可能。画像はカラ

ー・白黒・白黒反転・白黒強調など７種類

から選択可能。２００グラム。 

９９，８００ 
（非課税） 

 

墨 

クローバー３（システムギアビジョン） 
 ３．５インチ液晶モニタ。拡大率は約３．

８倍～１６倍。画像はカラー・白黒・白黒

反転・黒黄の４種類。約１００グラム。 

２９，８００ 
（非課税） 

 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

ペブルミニ（日本テレソフト） 
３インチ液晶モニタ。拡大率は３．１倍～

１０倍まで４段階で切り替え可能。画像は

カラー・白黒・白黒強調・白黒反転など、

２８種類から選択可能。１０８グラム。 

３４，８００ 
（非課税） 

 

墨 

拡大読書器関連商品 

拡大読書器用アクリル板（システムギアビジョン） 
アクリル製Ａ４サイズの透明な板です。拡大読書器

を利用して単行本などを読む時に、ページ押さえと

して使用できます。据置型と携帯型どちらでも使用

可能です。 

１，６５０ 

音声・拡大読書器  ※日常生活用具候補品 

よむべえスマイル（アメディア） 
活字文書や点字文書、手書き文書をスキャンし、音声で

読み上げます。別売のモニタを接続

すると、拡大読書器としても使用で

きます。また、音楽ＣＤやデイジー

図書、ワードなど文書データの再生

機能も付いています。 

 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

 
墨・点・音 

快速よむべえ（アメディア） 
カメラで印刷物を読み取り、文字を音声で読み上げる読

書器です。別売モニタで読み取った文字を大きく表示す

ることもできます。読み取り操作から読み上げまでの時

間（Ａ４印刷物）は約１０秒とスピーディー。一体モデ

ルのみ、当館に見本があります。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 
墨・点・音 

スマートリーダーHD（日本テレソフト） 
カメラアームを広げて、スキャンボタン 

を押すだけで、原稿をカメラで読み取り、 

読み上げる音声読書器です。充電式バッ 

テリーが内蔵されており、充電後はコー 

ドレスの状態でお好きな場所で利用でき 

ます。サイズは、幅２３０ミリ、高さ２４１ミリ、奥行

１１４ミリ（カメラアームを閉じた時）。重さは約１．８

キログラムと軽量で取っ手付きなので、持ち運びも簡単。 

 

１９８，０００ 
（非課税） 

 

墨・デ 
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商 品 名 定価（円） 

クリアリーダープラス（システムギアビジョン） 
スキャンボタンを押すだけで原稿を 

カメラで読み取り、読み上げる音声 

読書器です。音量や読み上げ速度の 

調整も分かりやすいダイヤル方式。 

軽量で簡単に持ち運び可能です。 

バッテリー駆動のため、電源のない 

場所でも使用できます。サイズは、幅２４０ミリ、高さ 

２２０ミリ、奥行１００ミリ（カメラアームを閉じた時）。 

重さは約２.５キログラム。 

１９８，０００ 
（非課税） 

 
墨 

オムニリーダー（インサイト） 
１０インチのディスプレイ一体型で、ＯＣＲ機能と拡大

機能の付いた音声拡大読書器です。簡単な操作で印刷物

をＯＣＲ機能で読み取り、読み上げます。 

また、拡大読書器機能で文章拡大表示や色の切り替えも 

可能です。箱などの立体の拡大表示、文字の入力時の拡 

大にも利用可能です。サイズは、幅２７６ミリ、高さ 

２４９ミリ、奥行１０５ミリ（カメラアームを閉じた時）。 

重さは約１.５キログラム。 

 

１９８，０００ 
（非課税） 

 
墨 

音声・拡大読書器システム  ※日常生活用具候補品 

よみあげ名人（アイネット） 
読み取り器（スキャナ）と本体（ノートパソコン）

とのセット。本体のスペースキーとエンターキーを

押すだけで、本体の画面に拡大表示し、文書を音声

で読み上げます。表示倍率は１２段階、読み上げ速

度は１０段階で調節できます。 

 

１９８，０００ 

 
墨 

 

活字文書読み上げ装置 

音声コード（ＳＰコード）リーダー  ※日常生活用具候補品 

テルミー（日本福祉サービス） 
音声コードに収められた情報を、音声にして、読み上げ

ます。音声コードを１００個まで記憶することが可能。 

９９，８００ 
（非課税） 

 
墨 
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【ルーペ類・単眼鏡】 
 

ライト付き手持ちルーペや携帯用高倍率ルーペ、単眼鏡なども、各種取

り扱っております。実際にお試しもいただけます。詳しくはサービス部ま

でお問い合わせください。 

 

＜取扱商品例＞ 

 

◆ルーペ 

・スタンプルーペ みてみ ２倍（システムギアビジョン） 

中（直径８ｃｍ） １６，５００円 

小（直径６ｃｍ） １３，２００円 

  

・ＬＥＤワイドライトルーペ（エッシェンバッハ） 

  ３倍～１２．５倍 

９，１３０円～１６，７２０円 

 

・エルゴラックスＭＰ（シュバイツァー） 

２．５倍～１４倍 

１２，２１０円～１3，３１０円 

 

・モビレント（エッシェンバッハ） 

  ４倍、７倍、１０倍 

  ４，６２０円～９，０２０円 

 ※LED ライト付きもございます。 

 

・イージーポケット（エッシェンバッハ） 

  ３倍、４倍 

  ８，２５０円～１０，４５０円 

 

◆単眼鏡 ※補装具対象品 

・ナイツ単眼鏡  

 ２倍～８倍 

  １５，４００円～２７，５００円 

※スペクウェルの単眼鏡も取り扱いがございます。 

見本は１０倍のみとなりますので、ご了承ください。 
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商 品 名 定価（円） 

書籍  

点字・点訳関連 

初めての点訳 第３版 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
７７０ 

点訳のてびき 第４版 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
１，５４０ 

点訳のてびき Ｑ＆Ａ 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
１，１００ 

点訳のてびき Ｑ＆Ａ第２集 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
１，１００ 

点字表記辞典 第７版 

（視覚障害者支援総合センター 発行） 
４，１８０ 

日本点字表記法 ２０１８年版（日本点字委員会 編） １，５４０ 

点字サインＪＩＳ規格の普及を求めて～視覚障害者の

安全で円滑な移動のために～ 

（日本盲人社会福祉施設協議会点字出版部会 編） 

１，３００ 

エッセンシャルガイド 統一英語点字ＵＥＢで何が変わ

るか（福井哲也 著） 
２，５４０ 

英語点字スーパー縮約辞典 ＵＥＢ＆ＥＢＡＥ対応版

（福井哲也 著） 
４，０７０ 

ＵＥＢベーシックマスター 英語点訳の基礎 

（福井哲也 著） 
２，６４０ 

ＵＥＢベーシックマスター 英語点訳の基礎 解答集 

（点字版） 
７５０ 

数学・情報処理点字表記解説 2019 年版（日本点字委

員会 編） 
１，１００ 

理科点字表記解説 2019 年版（日本点字委員会 編） １，４３０ 

点字のレッスン 改訂版（阿佐博 著） １，４３０ 

点字楽譜の手引（文部科学省 編） ２，７５０ 
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商 品 名 定価（円） 

点字技能検定試験の対策 過去問題の正答と解説 

第１６、１８、１９、２０回（日本点字技能師協会 編） 
各１，０００ 

音訳関連 

初めての音訳 第２版 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
６６０ 

音訳マニュアル 音訳・調査編 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
８３８ 

音訳マニュアル 録音編 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
６２８ 

音訳マニュアル 処理事例集 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
６２８ 

音訳マニュアル デジタル録音編 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
６２８ 

音訳指導マニュアル 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編）※在庫限り 
１，３２０ 

視覚障害者サポート関連 

初めてのガイド 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
６６０ 

初めてのガイド ＤＶＤ版（書籍版付き） 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
３，３００ 

著作権マニュアル２００８ 新版 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
１，８８６ 

著作権マニュアル２００８ 新版 別冊のみ 

（全国視覚障害者情報提供施設協会 編） 
６６０ 

その他 

小学館版学習まんが人物館『ルイ・ブライユ』  

（まんが 新井隆広 ストーリー協力 広瀬浩二郎  

監修 大内進） 

１，０４５ 

  



-44- 

商 品 名 定価（円） 

その他 

目が見えなくなって見えてきたこと（木塚泰弘 著） 
墨字版・デイジー版 

各１，６５０ 

わが国の障害者福祉とヘレンケラー 

（日本ライトハウス２１世紀研究会 編） 
３，３００ 

視覚障害被災者の１０年 ※在庫限り 

（神戸アイライト協会 編） 
２，７５０ 

見えなくなってはじめに読む本（稲垣吉彦 著） １，１００ 

耳で読む読書の世界（二村晃 著） １，６５０ 

Ｌｅｔ Ｉｔ Ｂｅ（岩井和彦 著） 
墨字版／著者録音デイジー版／マルチメディアデイジー版 

各１，８７０ 

知のバリアフリー ～「障害」で学びを拡げる 

（京大出版） 
２，６４０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商 品 名 定価（円） 

教材 
ロービジョン体験キット 
 組み立て式のメガネ型キット。３つのメガネでそれぞれ

視野狭窄、白濁、中心暗転の体験ができます。 

２３０ 
 

墨 
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商 品 名 定価（円） 

パソコンソフト  ※日常生活用具候補品  

高知システム開発のソフト 

ＰＣ－Ｔａｌｋｅｒ Neo（画面音声化ソフト） 
※５年間ライセンス 

４４，０００ 

【ＰＣ－Ｔａｌｋｅｒ Neo Plus】 
 PC-Talker Neo と NetReader（インターネット検索ソ

フト）のお得なセットです。 
※５年間ライセンス 

６６，０００ 

ＶｏｉｃｅＷｏｒｋｓ ※ＰＣ－Ｔａｌｋｅｒオプションソフト 

音声エンジンオプション 
２２，０００ 

ＢｒａｉｌｌｅＷｏｒｋｓ ※ＰＣ－Ｔａｌｋｅｒオプションソフト 
点字ピンディスプレイ出力 強化オプション 

３０，８００ 

ＭｙＷｏｒｄ７ Ｗｅｂ版（ワープロソフト） ６３，８００ 

ＭｙＲｅａｄ７（活字読み取りソフト） ６３，８００ 

ＭｙＡｃｃｅｓｓ（宛名書き住所録ソフト） ４１，８００ 

ＭｙＢｏｏｋⅤ Ｗｅｂ版（読書ソフト） 
※5 年間ライセンス 

４１，８００ 

ＭｙＭａｉｌⅤ Ｗｅｂ版（メールソフト） １９，８００ 

ＭｙＮｅｗｓ Neo Ｗｅｂ版 

（インターネットニュース閲覧ソフト） 
※３年間ライセンス 

１３，２００ 

ＭｙＲｏｕｔｅ Neo Ｗｅｂ版 

（インターネット経路検索ソフト） 
※３年間ライセンス 

１３，２００ 

ＭｙＤｉｃ Neo Ｗｅｂ版（インターネット辞書検索ソフト） 
※３年間ライセンス 

１３，２００ 

ＭｙＤｏｃｔｏｒ Neo Ｗｅｂ版 

（インターネット健康情報検索ソフト） 
※３年間ライセンス 

１３，２００ 

※日常生活用具での給付申請をご検討の場合、個人での自費購入（特別価格有）の場合、

更新パッケージ購入の場合等は、お問い合わせください。 

※Ｗｅｂ版は、ＤＶＤ発行手数料を追加してＤＶＤ版に変更することができます。また、

ライセンス年数変更を希望される場合も別途ご相談ください。 
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商 品 名 定価（円） 

【ＭｙＮｅｗｓパック】 Ｗｅｂ版 
 ＭｙＮｅｗｓ、ＭｙＲｏｕｔｅ、ＭｙＤｉｃ、 

ＭｙＤｏｃｔｏｒの Neo シリーズ 4 個のお得なパック。 
※３年間ライセンス 

２６，４００ 

エクストラのソフト 

ＪＡＷＳ２０２０ （画面音声化ソフト） １５６，２００ 

ＥＸＴＲＡ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｅｒ７（点字関連ソフト） 
自動点訳ソフト 

８３，６００ 

ＥＸＴＲＡ自動点訳エンジン ｆｏｒ ＫＧＳ（点字関連ソフト） 
※ＫＧＳ製の点字ディスプレイ用点訳エンジン 

３３，０００ 

ＺｏｏｍＴｅｘｔ２０２０（画面拡大ソフト）  ８６，９００ 

ＺｏｏｍＴｅｘｔ２０２０＋リーダー 日本語版 

（画面拡大＋音声化ソフト）  
１１４，４００ 

その他のソフト 

らくらくリーダー２（活字読み取りソフト） 
発売元＝アイネット 

７２，４５０ 

よみとも１０（活字読み取りソフト） 
発売元＝アイフレンズ 

６６，０００ 

Ｎｅｔ ＰＬＥＸＴＡＬＫ Ｐｒｏ（読書ソフト） 
発売元＝シナノケンシ 

１２，１００ 

らくらく予定帳２（スケジュール管理ソフト） 
発売元＝アイネット 

２７，３００ 

点字関連ソフト 

点字編集システム７ 点字エディタ  

発売元＝テクノツール 

パッケージ版 

１５，８４０ 

ブレイルスター ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｅｒ４点字エディタ  

発売元＝ニューブレイルシステム 
５５，０００※ 

ブレイルブリッジ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｅｒ２．１０ 
点字・墨字自動変換ソフト  

発売元＝ニューブレイルシステム 

５５，０００※ 

※ブレイルスターおよびブレイルブリッジは、法人価格は７７．０００円となります。 
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商 品 名 定価（円） 

その他の周辺機器 
ＵＳＢ接続キーボード  
ノートパソコンなどにＵＳＢで接続するキーボード。 

６点入力（FDS-JKL）に対応。色は黒のみです。 

２，０００ 

 

※ＳＤカード（プレクストークでの動作確認済み）や CD-RW も取り扱っております。 
 

タブレット・スマートフォン関連グッズ 

ものタグ 
スマートフォンアプリ「ものタグアプリ」で使用できる

ＮＦＣタグです。商品の識別や整理の際に、音声で登録

ができます。タグの種類は、①衣類取り付け用ランドリ

ータグ、➁シールタイプ、➂クリップ付き、④キーリン

グ付き、⑤ウェットインレイ１８ミリ シールタグの５種

類。右記枚数以上でセット価格もあります。 
※対応機種:iPhone７、Android9.0 以上。 

①ランドリー 

10 枚 900 円 

➁シール 

10 枚 370 円 

➂クリップ 

5 枚 660 円 

④キーリング 

5 枚 460 円 

⑤ｳｪｯﾄｲﾝﾚｲｼｰﾙ 

5 枚 360 円 

Ｒｉｖｏ２（リボツー） 
 名刺サイズのキーボード。ボイスオーバーを有効にする

と音声ガイドとともに使用でき、文字入力やアプリの選

択等がボタン操作で行えます。※対応機種:iPhone、iPad 

 

４４，０００ 

 
墨・デ 

ヒデボックス 
ｉＰｈｏｎｅ・ｉＰａｄでカメラ機能を使う時のお助け

グッズ。撮影した活字の内容を読み上げてくれるアプリ

を使用する時などに使えます。組み立て式の板の上にｉ

Ｐｈｏｎｅ・ｉＰａｄをのせてシャッターを押せば簡単

に撮影できます。A4 サイズ以内の大きさに対応。 

 

ホワイト 

２，０００ 
クリア 

 ２，８００ 
 

墨 

コロコロ号ボックスタイプ 
ｉＰａｄを携帯型拡大読書器として使うグッズ。キャス

ターのついた透明なボックスにのせ、カメラ機能を使っ

て映し出された文字を読みやすい大きさに固定した状態

でコロコロと動かしながら読むことができます。 

９００ 

アイアイサポーター2 
 ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ等のカメラ機能を使う時のお助

けグッズ。3 本脚スタンドの高さを調整することによっ

て、拡大読書器や拡大鏡のように使うこともできます。 
 ※対応機種：iPhone６以降、iPad Pro11.0 インチ以下、iPad Air２以

降、iPad 第５世代以降、iPad mini２以降、iPod touch 第６世代以降 

 

９，９００ 

 
墨 
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○電車をご利用の場合 
 

・大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」下車 北改札から２番出口すぐ 

（エレベーターご利用の場合は１０番出口から北へ徒歩約３分） 

・京阪本線「淀屋橋」下車 ４番出口から西へ徒歩約１０分 

・京阪中之島線「渡辺橋」下車 ７番出口から南へ徒歩約８分 

(１２番出口から地下通路で肥後橋駅まで直結） 

 

○大阪シティバスをご利用の場合 
・8 系統（大阪駅前行）、62 系統（大阪駅前行）、75 系統（大阪駅前行）、88 系統（大

阪駅前行、天保山行）の各線「肥後橋」下車すぐ 
※四ツ橋筋が一方通行のため、「肥後橋」バス停から往復できるのは、大阪駅前のみです。 
 

○お車をご利用の場合 
 

・肥後橋交差点（四つ橋筋と土佐堀通りの交差点）南西角 

 高速道路をご利用の方は１号環状線「土佐堀出口」、 

もしくは３号神戸線「中之島西出入口」をおりる。 
※当館には専用の駐車場はございません。 

大阪市土佐堀駐車場かコインパーキングをご利用ください。 

 

タワーウェスト 
フェスティバル 

 

 

リーガプレイス 

肥後橋 


