
商品カタログ
2019.12

視覚障害者総合支援センターちば

用具部

社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会
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ご 案 内

価格の表示について

●課税商品に関しての価格はすべて税込み価格の表示です。

●価格に＊マークが付いているものは、各自治体の給付制度対

象商品です。ただし、各自治体によって対応が異なります。

購入方法

●メール、電話、ＦＡＸでお申し込みください。

メールアドレス ｙｏｇ＠ｔｉｓｉｋｙｏ．ｊｐ
電 話 ０４３（４２０）８７６３

ＦＡＸ ０４３（４２４）２４８６

●50,000円以下の商品については、商品発送の際、商品名、

合計金額等を印刷した郵便振込用紙を同封しますので、商品確

認後、速やかにお手続きをお願いいたします。

●配送手数料は、点字用郵便は無料、定型封筒へ入る商品は実

費、白杖は一律500円、それ以外は一律700円のご負担をお
願いします。

●商品は在庫を置かず、取り寄せの場合もございます。その際
は、少々お時間をいただきます。

●このカタログを発行後、商品の価格が変更になったり、販売
終了となってしまう場合があります。

●普通郵便に現金を同封してのご注文はくれぐれもご遠慮願い
ます。普通郵便での現金送付は、郵便法で禁じられています。
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返品・交換について

●商品の汚損・破損・異なる商品が届いた場合

商品到着７日以内にご連絡ください。同一商品とご交換、
または、返品・返金の対応をさせていただきます。商品は着

払いでご返送ください。

●お客様のご都合による返品

「イメージがちがう」「ちがう商品を注文した」「注文数

をまちがえた」などのお客様都合による商品の返品・交換は、
基本的にはお受けしておりません。

給付制度について

●給付制度（補装具・日常生活用具）申請のための見積書

作成、カタログの手配を承ります。

●商品が給付対象商品であるかは、各自治体によって異な

る場合があります。住民票がある市町村の福祉窓口でご確
認ください。

●商品の価格が、基準額を超えた場合は、その超過分が
お客様のご負担となります。

●商品発送にかかわる送料については、お客様のご負担と
なります。

●基準額、給付制度等の詳細については、お客様の住民票
がある市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
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Ｐ６Ｎ 各1,150円

小型点字器６行×３２マス
テープ９㎜・１２㎜ガイド穴有り
プラスチック専用ケース付き
色：ピンク・オレンジ・クリーム

グリーン・ブルー・グレー
（11001）

Ｐ６Ｓ 各920円

小型点字器６行×３０マス
テープ９㎜・１２㎜ガイド穴有り
色：ピンク・イエロー・グリーン・ブルー

（11002）

トツテンくん 各1,500円

凸面点字器４行×２６マス
凸面（読む面）の側から点字を書きます。
テープ１２㎜ガイド穴有り
プラスチック専用ケース付き
色：ピンク・イエロー・グリーン

ブルー・ホワイト
（11004）

点 筆 380円

点字器

3



用紙関係 ファイル

点字用紙（寸長 27×19.1ｃｍ）

商品名 価格

７０Ｋ（100枚） （14001） ２００円

９０Ｋ（100枚） （14002） ２５０円

１１０Ｋ（100枚） （14003） ２８０円

１３５Ｋ（100枚） （14004） ３４０円

点字プリンタ用連続用紙（8×10ｲﾝﾁ）

商品名 価格

９０Ｋ（1000枚） (14005） 3,100円

１１０Ｋ（1000枚） (14006） 3,400円

タックペーパー・タックテープ・ネームテープ

商品名 価格

タックペーパー（26.5×19ｃｍ） (14007） ７０円

タックテープ ９㎜幅（10m） (14008） ４３０円

タックテープ１２㎜幅（10m） (14009） ５６０円

ネームテープ ９㎜幅（３m） (14010） ３３０円

ネームテープ１２㎜幅（３m） (14011） ３９０円

バインダー

商品名 価格

バインダー（連続用紙用20穴） (13001） ３７０円
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点字ディスプレイ

ブレイルメモスマートＡｉｒ16
2020年2月発売予定＊

・１６マス
・点字データ、テキストデータの作成、編集。
・アンドロイドスマートフォンと接続してブレイ
ルメモから操作が可能。
・デイジー図書の再生。
・「時計」「アラーム」「カレンダー」機能を搭
載し、スケジュール管理可能。
・周囲の音声を音声データとして録音ができます。
・スリープモードにしていれば、約１秒で使用可
能。
・１７時間連続使用が可能。モバイルバッテリー
を使用して充電ができます。

(12001)

ブレイルメモスマートBMS40
380,000円＊

・40マスの点字表示部で点字の校正作業に便利
です。
・30㎝を切る大きさで鞄に入れて持ち運びも簡
単です。
・点字プリンタに接続して、点字での印刷が可
能です。
・USBまたはBluetoothを利用した通信が可能
です。

(12002)
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ポータブルレコーダー

商品名
プレクストークＰＴＲ３

８５,０００円＊

商品説明

・録音再生機
・内蔵メモリや外部メディアへの録音・
編集ができます。
・サピエ デイジーオンライン対応。
・別売りのＳＤカード、USBメモリへ
ＣＤのバックアップが可能です。

(15005)

商品名
プレクストークＰＴＮ３

４８,０００円＊

商品説明

・再生機
・高音質テキスト読上機能。
・ＣＤ、ＳＤカード、USBメモリ対応。

(15006)

商品名
プレクストークリンクポケット

８５,０００円＊

商品説明

・無線ＬＡＮ内蔵。サピエ図書館に接続し、デイ
ジー図書の検索や再生が可能。
・パソコンを使わずに付属のＣＤドライブから直
接デイジー図書を再生、バックアップができる。
・８ＧＢ内蔵メモリ。最大480時間録音
・４ＧＢのＳＤカード標準装備。

(15008)

商品名
プレクストークポケットＰＴＰ１

４１,０４０円＊

商品説明

・ＳＤカードを使用してデイジー録音再生。
・テキスト、ワード文書の再生。
・デイジー形式での長時間録音が可能。
・４ＧＢのＳＤカード標準装備。(15007)
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記録媒体

ＩＣレコーダー

商品名
パナソニック ＩＣレコーダー
(RR-SR350) 13,800円

商品説明
・わかりやすいボタン配置
・最大録音時間 180時間
・最大録音件数5000件 (15004)

商品名
パナソニック ＩＣレコーダー
(RR-QR220) 6,000円

商品説明
・大画面＆大型ボタンで操作が簡単。
・最大録音時間 523時間
・最大録音件数900件 (15013)

デイジー編集ソフト

商品名 価格

ＰＲＳ Ｐｒｏ １ライセンス 19,800円

ＰＲＳ Ｐｒｏ ５ライセンス 82,500円

商品名 容量 メーカー 価格

ＳＤカード
４ＧＢ トランセンド 1,200円

８ＧＢ トランセンド 1,500円

ＵＳＢメモリ ８ＧＢ トランセンド 850円
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商品名
タッチボイス

３９,９００円＊

商品説明

・メッセージをシールと関連付け
て簡単に録音、再生。
・薬や調味料、CDの管理に便利。
・555時間録音可能。シールは
4,096片付属。5年品質保証付。

(15002)

ラジオ

商品名
「テレビが聞ける」ラジオ

29,000円＊

商品説明

・大きなボタン、点字表記、ボタ
ン操作の音声案内。
・テレビ受信の際は、チャンネル
番号を読み上げます。
・地デジ、ＡＭ、ＦＭラジオ対応。
・放送局から発信される「緊急地
震速報」を受信すると電源を入れ
ていなくても自動的に放送が入り
ます。 (15003)

商品名
パナソニック 携帯ラジオ

２,５5０円

商品説明

・操作が単純で簡単。
・チューニングはダイヤル式
・ＡＭ、ＦＭラジオ対応 (15012)
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白杖（盲人安全つえ）

●体を支える杖（身体支持併用）

アジャスタブルサポートケーン ライトサポートケーン

商品名
アジャスタブル

サポートケーン

５,1００円＊

ライトサポートケーン

５,1００円＊

商品説明

・体重100㎏の方までお使い
いただけます。
・71～96ｃｍまで調整可能。

(21001)

・体重70㎏までの方にお勧
め。
・73～98ｃｍまで調整可能。

(21002)

●折りたたみ杖（携帯用）

アドバンテージ ＷＣＩＢケーン ＩＤケーン

アドバンテージ

種類 スタンダード
(21004)

ローラーチップ
(21005)

パームチップ
(21006)

価格 6,560円＊ 8,040円＊ 8,840円＊

商品説明 丈夫で軽量。ブラックカーボン製。

長さ
101㎝,106㎝,111㎝（４段折り）
116㎝,122㎝,127㎝,132㎝,137㎝（５段折り）
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ＷＣＩＢケーン (21003)

価格 4,500円＊

商品説明 杖の重量バランスがよい。軽金属製。 ※在庫限りで販売終了

長さ 102㎝,107㎝,112㎝,117㎝,122㎝,127㎝,132㎝（４段折り）

ＩＤケーン (21007)

価格 4,200円＊

商品説明 折りたたみ寸法が短く、軽量。ブラックカーボン製。

長さ 101㎝,106㎝,111㎝,116㎝,122㎝,127㎝,132㎝（７段折り）

Ｍｙ Cane フィットグリップストレート

種類 マイチップホワイト
(21009)

ローラーチップ
(21010)

パームチップ
(21008)

価格 7,350円＊ 8,850円＊ 9,550円＊

商品説明 衝撃に強いアラミド繊維製。軽量。

長さ
100㎝,105㎝,110㎝,115㎝,120㎝,125㎝,130㎝,135㎝

（５段折り）

石突、ゴム、反射テープの交換承ります。 １ヶ所￥３００
※石突代、ゴム代、反射テープ代、送料は別途頂戴します。
シャフト交換はご相談ください。

【白杖の長さ選び】
白杖の長さの目安は直立した時の地面から自分の胸または脇までの長さ。
長さで迷った場合は、短めより長めをお勧めします。

【ご注意】
一人歩きに使用する白杖を選ぶ場合は、歩行訓練士に相談することをお

勧めします。当センターへお気軽にお問い合わせください。

視覚障害者総合支援センターちば内「ワークショップ四街道」では
手作りの白杖入れを製作、販売しています！お気軽にお問合せ下さい。

📞043（424）2598
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白杖・歩行関連

●グリップ

スタンダード

ローラーチップ

パームチップ

種類 価格

スタンダード 970円

ローラーチップ 2,700円

パームチップ 3,600円

●石突

商品名
グリップ加工

7００円

商品説明

白杖にも個性が出せます！
おしゃれなだけでなく、手に
フィットして滑りづらくなりま
す。色・柄も豊富に取り揃えて
います。

【グリップ色・柄】

柄なし、単色なら原色・パステルカ

ラー、お好きな色をご指定ください。
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●音響案内装置

商品名
おでかけマスコット

各1,600円

商品説明

お会計や書類の受け渡しの時、机
につけて白杖が倒れないようにして
くれるかわいいマスコットです。自
身の白杖の目印にもなります。

(35012)

自動開閉折りたたみ傘 軽量特大折りたたみ傘

商品名
自動開閉折りたたみ傘

3,850円
軽量特大折りたたみ傘

2,500円

商品説明

自動開閉のワンタッチ
折りたたみ傘。日本製
なので、作りもよく、
丈夫です。撥水加工が
してあります。直径
120㎝。骨は丈夫な
グラスファイバー製。

(35022)

（※在庫限り。値下げ
しました）
直径120㎝の特大折り
たたみ傘。テフロン加
工により優れた撥水・
防汚効果があります。
骨は丈夫なグラスファ
イバー製。

(35010)

商品名
シグナルエイド
（歩行時間延長信号機小型送信機）

12,000円＊

商品説明

・公共施設の入口や受付、トイレなどの
位置案内が受信できます。
・別売りのメロガイドホームを自宅に設
置することにより、自宅の位置案内がメ
ロディで受信できます。
・信号機の制御装置に電波を送信し、青
信号の時間を延長したり、盲人用信号機
の操作ボタンを押すことなく遠隔操作で
メロディや音響を流せます。 (15001)
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時 計

GRS003-01 GRS003-02 GRS003-03 GRS003-04 GRS003-05 GRS004-01 GRS004-02

商品名
GRUSボイス電波腕時計

13,300円＊

GRUSボイスソーラー
電波腕時計

15,300円＊

商品説明

・脱着が簡単な伸縮ベルトと革ベ
ルト２タイプがあります。

・ベルトのコマ詰め不要なスライ
ド式両プッシュ三つ折りバックル
です。
・ソーラーと電池を併用します。

・日本初のアナログタイプ音声腕時計です。
・電波式なので面倒な時間合わせの必要がありません。
・音量を通常、小、音声なしと調節できます。
・３０分ごとの時報、12時制、24時制の切り替え設定が可能。
・バッテリー警告機能。
・こちらの腕時計は用具部で電池交換が可能です。
（電池代、送料は利用者様ご負担です。）

商品名 セイコー腕時計音声デジタルウォッチ

商品説明

シルバー
16,500円＊

ワインレッド ブラック

各18,700円＊

・音声デジタルウォッチ
・現在時刻、アラーム時刻を音声で知らせます。
・ストップウォッチ、アラーム機能付き。
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商品名
ポケットトーク

7,000円＊

商品説明

・電波式。
・時刻、日付、曜日を音声でお知ら
せします。
・1分おきに時刻をお知らせするオー
トスピーキング機能付き（15分間）
・薄型でポケットに入ります。

(32004)

商品名
シチズントラベル時計

3,500円＊

商品説明

・電波式。
・時刻を音声でお知らせします。
・スヌーズ機能付き。
・軽量、小型で旅行などに便利です。

(32006)
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商品名
トークライナー

7,500円＊

商品説明

・電波式。
・時刻（12時制、24時制選択可
能）、日付、温度、湿度、アラーム
設定を音声でお知らせします。
・1分おきに時刻をお知らせするオー
トスピーキング機能付き（15分間）

(32005)



ヘルスケア

商品名
多機能音声体重計

15,000円＊

商品説明

・設定手順や設定結果を音声でお
知らせします。
・体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、
推定骨量、内蔵脂肪レベル、基礎
代謝量、体内年齢、体水分率をお
知らせします。
・４人まで登録可能。ボタン操作
をしなくてもあらかじめ登録して
いる人の中から自動で選んで結果
をお知らせします。 (33001)

商品名
音声体温計

9,180円＊

商品説明

・検温の開始から終了まで、音声
とブザーでガイドします。
・わき、舌下で測定します。

(33002)

商品名
音声血圧計

9,690円＊

商品説明

・上腕測定式
・最高最低血圧、脈拍、WHO区分
での6段階評価を音声でお知らせ
します。
・９０件の測定結果を記録して音
声で読み上げます。

(33003)
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便利グッズ
商品名 コインホーム 1,000円

商品説明

・片手で確実に1枚ずつ硬貨を取
り出す事ができます。
・コインを金種別に最大で2,775
円収容することが可能。

(35002)

商品名
サインガイド

100円
商品名

墨字ガイド
850円

商品名
カラリーノ

47,000円＊

商品説明

・１５０以上の色彩を識別可
能。
・電子音で高いと明るい、低
いと暗いことが分かります。
・音量を３段階に調整できま
す。

商品名
キーファインダー

3,570円

商品説明

・探し物発見。落とし物忘れ
物防止に。リモコンボタンを
押すとビープ音がアイテムの
場所を教えてくれます。
・ご希望の方にはどのボタン
を押せばどのキーホルダーが
なるか点字を付けています。

(35009)
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便利グッズ

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦
⑧

商品名 価格

① ロックドット ノートパソコン、ガラケーのボタン目印に。 250円

② バンボンドット デスクトップパソコンのキーボード、スイッチの目印に。 300円

③ 爪つるりん 爪切りをせず丸みに沿って抑えながら研ぐだけ。安全、便利。 1,200円

④ 爪やすり 爪の曲線に合わせ、やすりがカーブしています。ケース付。 1,240円

⑤ 靴下クリップ 洗濯の時、タンスにしまう時、バラバラにならない。 200円

⑥ ペットボトルオープナー ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙとﾌﾟﾙﾄｯﾌﾟがラクに開けられる。 200円

⑦ にゃんこ計 温度と湿度をお知らせ。ランダムなおしゃべりも楽しい。 3,000円

⑧ セーフティチャッカ 火を使わずお線香に着火。安全で安心。 2,100円
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キッチングッズ
●電化製品

※操作パネルには、点字シールが付い
ています。

※色は、赤・白から選べます。

※操作パネルには、点字シールが付い
ています。

※色は、黒・白から選べます。

商品名
三菱レンジグリルＺＩＴＡＮＧ

60,500円

商品説明

・音声ガイドでらくらく操作。
・レンジからグリルの自動リレー調
理でおいしくカンタン時短クッキン
グ。
・ご購入者には、点字か音声のレシ
ピブックを差し上げます。
・設置ご希望の方は、ご注文の際、
お申し付けください。
（別途設置料がかかります。） (34003)

商品名
三菱炊飯器 本炭釜

66,000円

商品説明

・音声ガイドでらくらく操作。
・ふっくらと粒が立ち、香り高いご
飯が炊けます。
・多彩な炊き分けメニューでおいし
く炊けます。（銘柄、炊き上がり具
合、玄米の炊き分け等々）
・使用後のお手入れも簡単です。

(34004)

商品名
音声電磁調理器

15,600円（本体のみ）＊
20,000円（鍋セット）＊

商品説明

・火を使わないので、危険が少ない
調理器です。
・音声で操作を案内します。
・ボタンには目印シールと点字が付
いています。 (34001)
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●調理器具

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

商品名 価格

①
プッシュしょうゆ差し

押す加減で出したい量を調節できます。倒れてもこぼれにくい設計です。
550円

②
ヘルシーオイルボトル

油だれしにくいステンレスノズルで油を少量出せるのでヘルシーです。
900円

③
ワンプッシュ油引き

本体を押すと適量の油が注げ、ハケでのばすことができます。
1,200円

④
まな板（黒）

カラーピーマンや大根などを乗せると食材がはっきりと見やすいです。
1,210円

⑤ キッチンタイマー 大きなボタンで使いやすい。 1,800円

⑥ 液体漏れ防止ブザー 飲み物を注ぐとき、溢れる前にブザーでお知らせ 2,500円

⑦ 計量カップ200ml 50mlごとに段差になっています。 1,000円

⑧ 計量カップ500ml 100mlごとに段差になっています。 1,400円

商品名 クッキングスケール 6,600円

商品説明

・上皿に量りたいものを乗せるだけ
で、自動で重量をアナウンスします。
・1g単位で3kgまで計測できます。
・風袋(0リセット)の機能を搭載。

(35021)
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点訳・音訳テキスト

●点 訳

商品名 価格

点訳のてびき 1,540円 第４版

点訳のてびきＱ&Ａ 1,100円

点訳のてびきＱ&Ａ第２集 1,100円

指導者ハンドブック第２章 550円 語の書き表し方 編

指導者ハンドブック第３章 550円 分かち書き 編

指導者ハンドブック第４章 770円 記号類の使い方 編

指導者ハンドブック第５章 770円 書き方の形式 編

点字の書き方 300円

初めての点訳 770円 第３版

点訳問題集３ 400円

点訳問題集３解答（点字） 500円

●音 訳

商品名 価格

音訳テキスト 880円 音訳入門 編

音訳マニュアル 628円 処理事例集

音訳マニュアル 838円 音訳・調査 編
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拡大読書器
●卓上型

商品名
メゾ・フォーカス

198,000円＊

商品説明

・折りたたんでコンパクトに。9.2㎏
と軽量で持ち運びもできます。
・テーブルは縦横スムーズにスライド
が可能。モニターの角度も自由に調節
ができ、快適に読み書きができます。
・オートフォーカスフルＨＤカメラで
鮮明に見やすい映像を実現。
・倍率約1.7倍～約42倍

商品名
トパーズＨＤアドバンス

198,000円＊

商品説明

・高画質なので低倍率でも鮮明に見る
ことができます。
・ライン機能を搭載しています。
・モニターは高さ、角度の調整が可能。
左右に180度回転させることもでき
ます。
・倍率1.6倍～54倍

商品名
メーリンＨＤ

198,000円＊

商品説明

・モニターの角度や位置を変えること
ができます。
・高機能のカメラとモニターでチラつ
きの少ない画面表示です。
・オートフォーカスon/offやライン
機能、マスク機能を搭載。
・倍率2.4～73倍
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●携帯型

商品名
クローバー４

39,800円＊

商品説明

・お好みのカラーモードに
切り替え可能です。
・筆記もできます。
・倍率3.5～16倍
幅15.2 ×高さ 8.0×厚さ2.5㎝
★4.3インチ

商品名
ルビーHD4.3インチ

167,400円＊

商品説明

・ボタンは色とマークで認
識しやすく作られています。
・便利なスタンド付
・倍率2～13倍
幅12.5×高さ7.4×厚さ3.6㎝
★4.3インチ

商品名
ベブルHDベーシック

99,800円＊

商品説明

・ハンドルが200度可動
します。
・開くとルーペのように使
用ができ、閉じるとコンパ
クトに収納できるので持ち
運びに便利です。
・倍率4.5倍、5.5倍、
7.8倍、9.4倍、13.4倍の
5段階
幅14.0 ×高さ 7.9×厚さ2.5㎝
（たたんだ状態）
★4.3インチ

商品名
ルビーＨＤ5インチ

197,400円＊

商品説明

・高解像度カメラにより、
くっきり鮮やかな画像や文
字を表示。
・本、写真、新聞、ラベル
などを最大14倍まで拡大
できます。
・専用スタンドを使えば、
手元を拡大して筆記するこ
とができます。
幅13.8×高さ 8.8×厚さ2.0㎝
★5インチ
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商品名
クローバー７Ｓ

198,000円＊

商品説明

・専用スタンドが標準で付属。筆記や作業
もラクラク。
・約10ｍ先までのピントを自動調節。
・ライン・マスキング、画像の保存と再生、
位置表示機能など便利な機能を多数搭載。
幅18.8 ×高さ13.8×厚さ2.1㎝
★7インチ 倍率約2.4倍～約30倍

商品名
ルビーＨＤ７インチ

198,000円＊

商品説明

・内蔵のスタンドを立てて使うことで、書
類の上に本体を置きながら文章を簡単に読
むことができます。文章を書く場合もスタ
ンドを立てた状態で使うと便利です。
・カメラの角度を調節して鏡に映すように
自分を拡大して映したり、前方を拡大する
ことも可能です。
幅21.1 ×高さ14.7×厚さ2.5㎝
★7インチ 倍率2～24倍

商品名
アミーゴＨＤ

198,000円＊

商品説明

・遠近両用のオートフォーカスカメラを搭
載しているので、遠くの物も拡大して見る
ことができます。
・画像の保存、拡大をすることができ、
ジョイスティックを使って画面をスクロー
ルして見ることができます。
幅20 ×高さ14×厚さ2.6㎝
★7インチ ・倍率1.4～２５倍

商品名
クローバー10

198,000円＊

商品説明

・大画面モニタに、高細密映像を表示しま
す。
・望遠モードは約7cmから約10ｍ離れた看
板や標識まで自動でピントが合います。
・モニタ側のカメラを切り替えるとミラー
表示となり、メイクやヘアーセットに使用
することができます。
幅25.1 ×高さ20.3×厚さ2.2㎝
★10インチ 倍率約2.7～約17倍
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商品名
トラベラーＨＤ

198,000円＊

商品説明

・大型モニター装備にも関わらず、約1.9㎏
と軽量なので持ち運びが簡単。
・新開発の左右方向のスライド機構と前後
方向のロール機構で快適に読書ができます。
・約2.4倍の最低倍率から約30倍の最大倍
率まで無段階で倍率調整可能です。 写真の
細部まで見ることができます。
幅36.5 ×高さ24.0×厚さ4.9㎝
★13.3インチ

●音声・拡大読書器

商品名
クリアリーダープラス

198,000円＊

商品説明

・組立不要。電源を入れてスキャン
を押すだけで、原稿を読み上げます。
・2.5㎏と軽量で持運び可能。
・モニタと接続し、画面を表示させ、
読上げと同時に画面でも文字確認が
可能です。

商品名
快速よむべえ 一体モデル

198,000円＊

商品説明

・読み取り操作後、約10秒で読み上
げを開始。カメラで読み取るので、
印刷物を素早く読み取ることが可能。
・重さ2.2㎏。取っ手もついているの
で持ち運びがラク。
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取扱商品メーカー問合せ先

メーカー名 問合せ電話番号

アイスマップ有限会社 043-377-3423

株式会社 アステム 06-4801-9730

株式会社 アメディア 03-6915-8597

株式会社 インサイト 022-342-6801

株式会社 インテック 03-5817-0751

株式会社 エー・アンド・デイ 0120-514-016

株式会社 エクシオテック 03-6404-2610

オムロン株式会社 0120-30-6606

ケージーエス株式会社 0493-72-7311

株式会社 システムギアビジョン 0797-74-2206

シナノケンシ株式会社 050-5804-1177

セイコークロック株式会社 0120-061-012

株式会社 タニタ 0120-133821

株式会社 日本テレソフト 03-3264-0800

パナソニック株式会社 0120-878-554

三菱電機株式会社 0120-139-365

株式会社 ラビット 03-5292-5644
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千葉県視覚障害者福祉協会の活動

点字図書館
点字図書・録音図書等の製作、貸出しをしています。
点訳・音訳ボランティアの養成も行っています。

指定特定相談支援事業所 アイサポート
サービス等利用計画を作成し、同行援護等福祉サービスへ繋げます。
相談は、電話やメールのほか、予約をしていただければ来所相談や
訪問相談も承ります。

就労継続支援Ｂ型 ワークショップ四街道
「働きたい！」そうした思いをもつ障害者の方達が通い、今日も
作業や訓練に一生懸命励んでいます。リフレッシュ行事あります。

用具販売
補装具（白杖）、日常生活用具（プレクストーク、音声体重計、
拡大読書器等）のほか、便利な生活に結び付く用具を紹介、販売し
ています。給付制度申請のための見積書作成を承ります。

同行援護事業所 のぞみ
視覚障害者の外出をサポートする福祉サービスです。
ガイドヘルパーを利用したい方はご相談ください。

生活支援
歩行訓練・コミュニケーション訓練（点字、音声ワープロ）・日常
生活動作訓練（身辺管理、家事管理）等の生活訓練、見えにくさで
お困りの方を対象としたロービジョン相談等を行っています。

ＩＴ支援
視覚障害者向けパソコン、各種タブレット端末の使い方相談・講
習・紹介、パソコンの斡旋等を行っています。
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社会福祉法人

千葉県視覚障害者福祉協会
視覚障害者総合支援センターちば 用具部

〠284-0005 千葉県四街道市四街道１-９-３
視覚障害者総合支援センターちば

（用具部直通電話）０４３-４２０-８７６３
（ＦＡＸ） ０４３-４２４-２４８６
（メールアドレス）yog@tisikyo.jp

用具部営業時間 午前９:３０～午後５:００
休館日 第１、第３以外の土曜日

日曜日、祝祭日、夏期休業、年末年始
その他、施設行事等で休館になることがあります。


