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ご案内

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

📞 電 話 043-420-8763

（平日・第１、第３土曜日 午前9時から16時まで）

📧 メール yog@tisikyo.jp

50,000円以下の商品については、商品発送の際、請求内容を印刷し

た郵便振替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。

商品到着時にその場で配達員に代金をお支払いいただく代金引換

（代引き）もご利用いただけますが、別途手数料450円が必要となり

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。

商品種類 送料

点字用紙 無料

白杖 500円

定型封筒に入る商品 実費

上記以外の商品 700円

２



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。

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。

修理・返品・交換について

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。

商品の汚損・破損、異なる商品が届いた場合は、商品到着７日以内

にご連絡ください。同一商品と交換、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。

「イメージとちがう」「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。

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。詳しくは、この商品カタログを参考に、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。

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、送料はお客様のご負担となりますこと、

ご了承ください。
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デイジー図書ダウンロードサービスについて
ＳＤカード等の記録メディアにデイジー図書をダウンロードして提

供することができます。ダウンロードサービスのご利用、送料は無料

ですが、SDカード等はお客様の負担で用意していただきます。

《対象者》・デイジー再生機を持っていること。

・千葉点字図書館に登録があること。

《お申込み・お問合せ》

千葉点字図書館 📞043-424-2588

パソコン関連商品の購入・相談について
当センターでは視覚障害者向けパソコン、各種タブレット端末の使

い方の相談・講習、パソコンの斡旋、視覚障害者向けソフトの紹介、

有償でインストール等承っています。

《ご質問・お問合せ》

ＩＴ支援 📞043-424-2546

ワークショップ四街道について
ワークショップ四街道では白杖入れの製作、販売をしています。 使

用済み点字用紙を使用したリサイクル封筒なども販売しています。

《ご注文・お問合せ》

就労継続支援Ｂ型 ワークショップ四街道 📞043-424-2598
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点字・点訳関連

Ｐ６Ｓ

９２０円＊

携帯型点字器（懐中定規）
６行３０マス。点筆付き
色：イエロー・ブルー・ピンク・グ
リーン

Ｐ６Ｎ

１,１５０円＊

携帯型点字器（懐中定規）
６行３２マス。ケース・点筆付き
色：イエロー・グレー・ブルー・グ
リーン・ピンク・オレンジ

トツテンくん

１,５００円＊

初心者でも使いやすい。下板の凸面で
読む形の点字を書くことができます。
４行２６マス。ケース・点筆付き
点字の大きさが通常の1.2倍のＬサイズ
色：グリーン・イエロー・ピンク・ホ
ワイト・ブルー

点筆 平型 プラスチック製

３８０円

５

携帯型点字器



点字用紙（寸長 27×19.1㎝）

７０Ｋ（100枚） ２００円

９０Ｋ（100枚）標準より薄め メモなどに適しています ２５０円

１１０Ｋ（100枚）標準的な厚さ ２８０円

１３５Ｋ（100枚） ３４０円

点字プリンタ用連続点字用紙（20穴）/ ファイル

９０Ｋ（1,000枚） ３,１００円

１１０Ｋ（1,000枚） ３,４００円

点字用紙２０穴用バインダー 70枚まで綴じ込み可能 ３９０円

粘着剤付きシート・テープ

タックペーパー（26.5×19.5㎝） 1枚 ７０円

タックテープ ９ｍｍ幅（10m） ４３０円

タックテープ１２ｍｍ幅（10m） ５６０円

点字ラベラー BL-1000LINK

７３,７００円

点字ラベルシールをスマートフォンや
パソコンを使用して簡単に作成できま
す。
点字テープは透明なので、文字の上に
貼っても邪魔になりません。

点字ラベラー専用点字テープ（２巻）

１,９８０円

６

点字ラベル類



テラタイプ

７４,０００円＊

小型で持ち運びに便利。キー配列は
パーキンス方式。両面書き（33行）片
面書き（25行）が可能。

サイズ：幅24.5×奥行6.5×高さ6.5㎝
重さ：1.2㎏

ブレイルメモ スマートＡｉｒ１６

３４９,８００円＊

16マスの音声・点字携帯情報端末。
点字だけではなくテキスト文書の読
み込み、作成もでき、専用アプリを
使用してAndroid端末と接続が可能。

サイズ：幅17.6×奥行9.4×高さ2.7㎝
重さ：430ｇ

ブレイルメモ スマートＡｉｒ３２

４１８,０００円＊

ブレイルメモスマート40がさらに小
型、軽量化し快適な点字の読み書き
が可能な32マスにリニューアルしま
した。使いたいときにすぐに起動し、
パワフルな長時間駆動です。すべて
の操作に音声ガイドが付くため安心
です。

サイズ：幅28×奥行9.4×高さ2.4㎝
重さ：650ｇ

７

点字タイプライター

点字ディスプレイ



ブレイルセンスシックス日本語版

６５８,９００円＊

32マスの点字ディスプレイを搭載。電卓機能、辞書機能、点字
やテキストのデータの読み込みや作成が可能な高機能ワードプ
ロセッサを搭載。USB CポートをHDMI端子に変換することで、
モニターやテレビに画像出力が可能。点字音声情報端末による
Androidアプリの利用が可能。DAISY再生やFMラジオ、メディア
プレーヤー、電子メールといった基本機能に加えて、Androidア
プリを活用することで多くの機能を利用することが可能です。

サイズ：幅24.4×奥行14.4×高さ2.2㎝
重さ：705ｇ

ブレイルセンスポラリスミニ

３９８,０００円＊

ブレイルセンスポラリスとほぼ同じ機能を搭載した20マスの点
字表示。持ち運びに便利です。

サイズ：幅18.5×奥行10.3×高さ2.3㎝
重さ：415ｇ

８

点字ディスプレイ



音響機器

プレクストークＰＴＲ３

８５,０００円＊

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
ーだけを使うことができます。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、パソコンを使わずに
サピエのデイジー図書などが聞けるデイジーオ
ンラインサービスに対応。
「お楽しみ機能」を追加するとインターネット
ラジオを聞いたり、点字ファイルの読み上げの
機能が利用できます。

サイズ：幅20×奥行24.5×高さ4.8㎝
重さ：1.2㎏

お楽しみ機能追加
オプション

１７,６００円

プレクストークリンクポケット

８５,０００円＊

SDカード対応の小型軽量型録音再生機。デイ
ジー図書、MP3形式の音声ファイルの再生、デ
イジー形式での長時間録音も可能。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。無線
ルーター、CDドライブ付き。

サイズ：幅5.5×長さ11.2×厚さ1.6㎝
重さ：110ｇ

視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」のご利用には、サピエの会員登録をして
いること、ご自宅にブロードバンド接続のインターネット環境が必要です。会員登録
方法については、千葉点字図書館（☎043-424-2588）へお問い合わせください。
プレクストーク本体へサピエの登録を希望される方は、メール、ＦＡＸ、郵送いず

れかで事前にお客様のサピエＩＤとパスワードをお知らせください。

📧yog@tisikyo.jp FAX:043-421-5179

９

プレクストーク



ＩＣレコーダー

パナソニック 小型ＩＣレコーダー

６,０００円

大画面と大型ボタンで操作が簡単。
50%～200%まで21段階で再生速度を調
整可能。
内蔵メモリー8GB
最長録音約523時間

サイズ：幅4×長さ11.4×厚さ2㎝
重さ：68ｇ 電池：単4×2

パナソニック ＩＣレコーダー

１３,８００円

カセットテープ型デザインで分かりや
すいボタン配列。
内蔵メモリー8GB
最長録音約180時間

サイズ：幅10.9×長さ6.9×厚さ1.7㎝
重さ：86ｇ 電池：単4×2

タッチボイス / タッチボイスプラス

３９,９００円＊ / ５９,８００円＊

本体はペン型。付属のシールにペン先をあて、
録音・再生することができる。
（タッチボイス）シール4,096枚 保証期間5年
（タッチボイスプラス）シール4,096枚、コイ
ン型シール840枚、シール添付用タグ30枚、耐
水チップ80枚 保証期間6年

サイズ：幅14.5×高さ2.5×厚さ2.1㎝
重さ：40ｇ

１０



記録メディア 価格

ＳＤカード

４ＧＢ １,２００円

８ＧＢ １,５００円

３２ＧＢ １,８００円

ＵＳＢメモリ
８ＧＢ ８５０円

１６ＧＢ １,５００円

１１

ＳＤカードケース 価格

１枚収納 １００円

４枚収納 ６９０円

８枚収納 ８５０円

ラジオ

ソニーワンセグラジオ 充電キットセット

２５,０００円＊

ワンセグTV音声、ＦＭ（ワイドＦＭ）、ＡＭ
ラジオが聴ける手のひらサイズのポケットラ
ジオ。
充電キットは本体をスタンドにのせて充電し
ながら放送を聞くことができます。

サイズ：幅5.6×高さ10.7×厚さ1.7㎝
重さ：94ｇ

本体のみ

２１,０００円＊

パナソニック 携帯ラジオ

２,５５０円

ＦＭ（ワイドＦＭ）、ＡＭラジオ対応。
チューニングはダイヤル式で操作が簡単。

サイズ：幅12×高さ6.8×厚さ3.1㎝
重さ：218ｇ 電池：単3×2

※電波の状態は一定ではないので置き場所、向き、地形や建物の影響などの環境条件によって
受信できない場合もあります。ご購入の際は、ご使用になりたい場所での電波環境をご確認下
さい。電波受信できないことによっての返品はお受けいたしかねます。予めご了承いただきま
すようお願いいたします。

イヤホン

１,９８０円



白 杖（視覚障害者用安全つえ）

カーボンケーン ５段折
100㎝ 105㎝ 110㎝ 115㎝ 120㎝ 125㎝ 130㎝ 135㎝

国産の白杖。カーボン製でとても軽く、ガタつき
が少ない。折りたたみもスムーズ。

レギュラー ５,７６０円＊

ティアドロップ ６,８４０円＊

ローラーチップ ７,１３０円＊

パームチップ ８,８８０円＊

アドバンテージ ４段折 101㎝ 106㎝ 111㎝

５段折 116㎝ 122㎝ 127㎝ 132㎝ 137㎝

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。

スタンダード ８,０００円＊

ローラーチップ １０,０００円＊

パームチップ １０,２００円＊

１２

マイケーン ５段折
100㎝ 105㎝ 110㎝ 115㎝ 120㎝ 125㎝ 130㎝ 135㎝

国産の白杖。アラミド繊維。軽くて丈夫。路面状態
が手に伝わりやすい。（価格は石突マイチップ）

ゴムグリップ ７,２００円＊

フィットグリップ（ストレート） ７,２００円＊

カーボングリップ １０,５００円＊

※石突の種類、フラッシュライト付き 有料で変更ができます。

折りたたみ（携帯用杖）



ＩＤケーン ７段折
101㎝ 106㎝ 111㎝ 116㎝ 122㎝ 127㎝ 132㎝

５,８００円＊

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。折りたたみ寸法が短く、携帯に便利。

シンボルケーン（携帯用杖）

スリムカーボンケーン ７段折
100㎝ 105㎝ 110㎝ 115㎝ 120㎝ 125㎝ 130㎝ 135㎝

５,０４０円＊

カーボンケーンと同素材で補助的に使用するシンボ
ルケーン。ガタつきが少なく、軽い。

体を支える杖（身体支持併用）

１３

サポートケーン280 折りたたみ

４,６００円＊

４段に折りたたむことができる白杖。78～86㎝まで調節可能。

サポートケーン600 伸縮式

６,５００円＊

体重100㎏までしっかり支えることができる白杖。71～96㎝まで調節可能。

サポートケーン335 伸縮式

６,９００円＊

体重70㎏まで支えられる白杖。72～92㎝まで調整可能。

サポートケーン250 伸縮式

４,４００円＊

軽い白杖で体をしっかり支えてくれます。71～91㎝まで調節可能。



【白杖の長さ】
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の下までの

長さ。長さで迷った場合は、短めより長めをおすすめします。

【白杖を使って一人歩きを目標としている方は】
歩行訓練士に相談することをおすすめします。当センターへお気軽にお問

い合わせください。

【白杖が壊れちゃった！！】
用具部では、白杖の石突、ゴムの交換ができます。削れてしまったシャフ

トの反射テープの張替えも可能です。シャフト交換は応相談です。
修理等ご希望の場合は、用具部までご相談ください。

石 突 ※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。

１４

パームチップ ３,５００円

カーボンケーン、アドバンテージ、スリムカーボンケーン、ＩＤケーンに装着
可能。ナイロン製。

ローラーチップ ２,１００円

カーボンケーン、アドバンテージに装着可能。ナイロン製。

ティアドロップ １,６５０円

カーボンケーン、アドバンテージに装着可能。ナイロン製。

マイチップ １,４００円

しずく型の丸みを帯びた石突。耐摩耗性樹脂材。

レギュラー ４４０円 スリムレギュラー ４４０円

カーボンケーン用。ナイロン製。 スリムカーボンケーン用。ナイロン製。

スタンダード １,５００円

アドバンテージ用。ナイロン製。

ＩＤケーン石突 ８５０円

ナイロン製。

サポートケーン335用 その他サポートケーン用

６００円 ４５０円



おしゃれに白杖を加工

白杖にも個性が出せます！おしゃれなだけではなく、グリップ加工をすれば、手に
フィットしてグリップが滑りづらくなります。デコレーションをすることで、自分の
白杖の目印になります。

【お客様加工例】

グリップ加工

７００円

デコ
イニシャル

１,０００円

デコ
デザイン

１,５００円

グリップ＋
デコ

２,２００円

🌸グリップ加工の色はお好きな色を選べます。
🌸デコレーションにはスワロフスキーのラインストーンを使用していますので、輝

きが違います。ストーンの色はお好きな色が選べます。イニシャルデコは誕生石
色のストーンと合わせるのもお勧めです。

🌸デコレーションのデザインはお客様のお好みで、お花、星、ガラスの靴、クラウ
ン、蝶々、リボン、ハートなどお話を伺いながら決めます。

🌸いずれの加工についても無理をしない使用方法で、１ヶ月以内の不具合が出た場
合は、無料でお直しいたします。

１５

おでかけマスコット

１,６００円

お会計や書類の受け渡しの時に、白杖が机から倒れ
ないように支えてくれるマスコット。

自動開閉折りたたみ傘

３,８５０円

ワンタッチで開閉する折りたたみ傘。直径120㎝で
２人で入っても余裕があります。



音響案内装置

シグナルエイド３
（歩行時間延長信号機用小型送信機）

１２,０００円＊

信号機に遠隔操作で青信号の時間延長を予約したり、
音響信号機のボタンを押すことができます。
公共施設の入り口や受付、トイレなどの位置案内が受
信できます。

サイズ：幅5×高さ10×厚さ1.4㎝
重さ：90ｇ

【白杖の申請について】
白杖は、補装具として各市町村へ申請することができます。支給の基準は国

（厚生労働省）の指針に基づいています。

【利用者負担について】
各市町村によっては、利用者負担額の補助がある自治体もあります。各市町村の

福祉窓口へお問い合わせください。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯の方は、利用者負担はありません。
以下に基準額の上限をお知らせします。基準額を超える分については、生活保護

世帯、市町村民税非課税世帯であっても利用者の支払いとなります。

白杖商品名 基準額 耐用年数

アドバンテージ ６,６３５円 ２年

カーボンケーン ６,６３５円 ２年

マイケーンゴムグリップ/フィットグリップ ６,６３５円 ２年

マイケーン カーボングリップ ５,９３６円 ２年

スリムカーボンケーン ６,６３５円 ２年

ＩＤケーン ６,６３５円 ２年

サポートケーン ４,４６２円 ４年

１６

※マイケーンはフラッシュライトを付けると基準額＋1,650円
※石突の種類は基準額に関係ありません。

(2021年12月現在）



時 計

触読時計（触知式）

SQBR019 SQBR021 SQWK029 SQWK031 SQWK033

セイコー触読式腕時計

１４,０００円＊

電池寿命は約2年で耐久性に優れ、大切に使えば非常に永く利用でき
ます。蓋を開き、針先と文字盤の目盛を触って時間を知る時計です。
針は秒針が無く、分を示す長針と時間を示す短針のみです。文字盤
は、5分置きに凸線で表示されています。

【紳士用】サイズ：厚さ10.7×横幅36×縦42.2mm 重さ：77ｇ

【婦人用】サイズ：厚さ8.9×横幅25.7×縦34.7mm 重さ：42ｇ

触読時計（振動式）

１７

メテオ

１１,０００円＊

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
間が振動で分かります。

サイズ：長さ79×幅39×厚さ19mm
重さ：約27ｇ

タックタッチ

腕時計型 １４,０８０円＊
ストラップ型 １３,２００円＊

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分か
ります。腕時計型とストラップ型２種類

本体サイズ：高さ42×幅33×厚さ9mm

重さ：（腕時計型）26ｇ（ストラップ型）14ｇ



音声腕時計
セイコー音声腕時計

１７,４００円＊

すっきりとしたシルエット。シルバーはメタル
バンド、ブラックとホワイトは調節不要のシリ
コンバンド。音声ボタンを押すと現在時刻を音
声で知らせてくれます。時報、アラーム、ス
トップウォッチ機能付き。
※防水機能はありません。ご注意ください。

サイズ：幅41×奥行49.8×厚さ14.1mm

重さ：（シルバー）75ｇ（ブラック・ホワイト）58ｇ

SBJS016SBJS015SBJS013

１８

音声電波腕時計

伸縮式ベルト 牛革ベルト

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

ＧＲＵＳボイス電波腕時計

１３,３００円＊

アナログタイプ音声腕時計です。音声で時刻・日付・曜日を知らせます。30分
ごとの時報機能付き。着脱が簡単なシルバーのメタル伸縮ベルトと革ベルトか
らお選びください。触読はできません。
※防水機能はありません。ご注意ください。

サイズ：幅38.2×奥行35.5×厚さ16mm

重さ：（伸縮式ベルト）77ｇ（牛革ベルト）54ｇ

GRS004-01 GRS004-02

ＧＲＵＳボイス電波腕時計ソーラー＋リチウム

１５,３００円＊

ＧＲＵＳ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
電波腕時計です。※防水機能はありません。

サイズ：幅44×奥行46.3×厚さ15.5mm

重さ：136g



置時計・カード型時計

１９

トークライナー

７,５００円＊

アラーム付き電波時計です。時刻、温度、湿度、
日付を音声でお知らせしてくれます。12時間制と
24時間制切り替え式、1分おきのオートスピーキン
グ機能あり。

サイズ：奥行6.2×幅12.2×高さ10.8㎝

重さ：260ｇ 電池：単3×2

トラベル時計

３,５００円＊

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開いていま
す。12時間制。

サイズ：奥行9.5×幅7×高さ2.1㎝

重さ：110ｇ 電池：単4×2

ポケットトーク

７,０００円＊

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時間制切り替え式、1分おきの
オートスピーキング機能あり。

サイズ：縦10.8×横6.7×厚さ1㎝

重さ：70ｇ 電池：ボタン電池CR2450×1

ロービジョンウオッチ

ロービジョンウオッチ

５,５００円

弱視の方が見やすいようにデザインされた文字盤。
サイズおよび文字盤のカラーの組み合わせは５種
類。音声の読み上げはありません。



ヘルスケア

２０

多機能音声体重計

１５,０００円＊

体重や体脂肪率以外にBMI、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、
最大４名の登録者の中から現在測定してい
る人を自動で判断する「乗るピタ」機能を
搭載。

サイズ：奥行30.0×横幅35.2×厚さ3.7㎝
重さ：1.6㎏ 電池：単3×2

音声付き電子体温計 けんおんくん

９,１８０円＊

実測式体温計（約５分）。わき、舌下で測
ります。測定が完了するとブザーで知らせ、
音声で測定値をお知らせします。音量切替
えは３段階

サイズ：縦13.2×横幅3.4×厚さ2.1㎝
重さ：26ｇ 電池：ボタン電池CR2032×1

音声血圧計

９,６９０円＊

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。最高最低血圧、脈拍、WHO
区分で６段階評価をお知らせします。９０
件の測定結果を記録し音声で読み上げます。

サイズ：奥行10.5×横幅14.0×高さ6.0㎝
重さ：300ｇ 電池：単3×4



① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

商品名 価格

①
ロックドット
ノートパソコンのキーなどの目印に。

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押さえながら研ぐだけ。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
レターオープナー
セラミック刃を使用した、安全性の高いレターオープナー。

720円

⑥
ペットボトルオープナー
ペットボトルとプルトップがラクに開けられる。

200円

⑦
スモールLEDキーホルダー
白杖やカバンに付けて交通安全。電池式。

750円

⑧
墨字ガイド
縦書き用と横書き用Ａ４サイズのセット。

850円

サインガイド
記名用、名刺サイズ

100円

日用品

２１

便利グッズ



音声色彩判別

カラリーノ

４７,０００円＊

150以上の色彩を識別
します。電子音で部
屋の明るさが分かり
ます。

よみいろ

２９,８００円＊

「とても薄い茶色」、
「とても薄いくすん
だ茶色」など、微妙
な色の変化も区別し
ます。

みずいろクリップ

６,５７８円

液体の注量と色が判るスマートクリップ。
【色判別】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２２色です。
【液体検知】コップなどに液体を注ぐと
きに水位を検知します。本体下部に液体
が接触するとアラーム音を鳴らしてお知
らせします。タイマー機能付きです。

２２

コインホーム

１,０００円

６種類の硬貨を仕分けることができるコイ
ン入れ。片手で確実に１枚ずつ硬貨を取り
出せます。
硬貨を入れる窪みが両サイドに３か所ずつ
空いています。最大で2,775円収納するこ
とが可能です。

↑上部

下部↓



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
さじかげん
上の窪みを押すと約10cc、下の窪みを押すと約15ccの液体が出る。酢や
油も使用可能。色は赤と青の２色。

580円

⑥
ひとおしくん（２本組）
フタの部分を一押しで5cc出ます。１本はフタの注ぎ口に凸点があります。

1,000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

調理グッズ

２３

日常生活用具候補品の電磁調理器は、現在、新製品開発中
です。（時期未定）



２４

三菱レンジグリルＺＩＴＡＮＧ

６０,５００円

音声ガイドで簡単に操作ができます。レ
ンジからグリルの自動リレーで時短調理
ができます。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。操作パ
ネルには点字シールが付いています。
赤・白から選んで下さい。

サイズ：奥行41.2×横幅51.8×高さ26.6㎝
重さ：16㎏

三菱炊飯器 本炭釜

６６,０００円

音声ガイドで簡単に操作ができます。多
彩な炊き分けメニューで美味しく炊けま
す。操作パネルには点字シールが付いて
います。黒・白から選んで下さい。

サイズ：奥行29.2×横幅23.7×高さ22.7㎝
重さ：5.1㎏

ＧＲＵＳ音声タイマー

３,３００円

音声を聞きながらタイマーセットできま
す。カウントダウン（アップ）中にボタ
ンを押すと経過時間をアナウンスします。
最大59分50秒、10秒単位でセット。

サイズ：縦7.0×横10.0×厚さ2.0㎝
重さ：85ｇ 電池：単4×1

ＧＲＵＳボイスクッキングスケール

６,６００円

音声で重さをお知らせしてくれます。最
大3㎏、1ｇ単位で測ることができます。

サイズ：奥行19.6×横幅14.5×高さ4.1㎝
重さ：417ｇ 電池：単4×3



おもちゃ

知恵の輪 ８個セット

６００円

遊び方は簡単。
2つのリングを力を入れずに外せれば成功です!!

木製立体パズル

２,５００円

平面パズルや三次元組合せパズルとして遊べます。
平面パズルは木枠の中に隙間なくパズルを置いて
いきます。立体パズルは全てのブロックを使用し
て立方体、直方体を作ることができます。

指先トレーニング パズル&ゲーム

２,５００円

昔から愛されているゲームとパズルのセット。
チェスに似たフランス発祥の歴史あるゲームと13
片の木のパーツを組み合わせて遊ぶパズルです。

２５

ラジオ体操ブーブー

各２,０００円

いつでもどこでもラジオ体操がで
きます。第１と第２から選んでく
ださい。

おしゃべり温度湿度計

各３,０００円

おしゃべりとしっぽの色で温度と湿度をお
知らせ。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教えてくれます。
ライオン計とにゃんこ計から選んで下さい。



書籍／郵送ケース

２６

書籍名 価格

点訳のてびき １,５４０円

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

指導者ハンドブック第３章 ５５０円

指導者ハンドブック第４章 ７７０円

指導者ハンドブック第５章 ７７０円

点字の書き方 ３００円

初めての点訳 ７７０円

点字問題集３ ４００円

点字問題集３解答（点字） ５００円

点訳テキスト

音訳テキスト

書籍名 価格

音訳テキスト（音訳入門編） ８８０円

音訳マニュアル（処理事例集） ６２８円

音訳マニュアル（音訳･調査編） ８３８円

郵送ケース

平 型

CD DVD：１枚 カセットテープ：２巻

９２０円

マチ付

CD DVD：４枚 カセットテープ：４巻

１,３００円

点字図書マチ付

３３×１３×２７ｃｍ

１,３００円



拡大読書器

２７

据置型

メゾ・フォーカス

１９８,０００円＊

折りたたんでコンパクトに。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。

モニタ：20インチ 幅46.2×奥行54.0×高さ52.0㎝
重さ：9.6㎏ 倍率：最小1.8～34倍（初期設定は3～34倍）
※モニタサイズが24インチのモデルもございます。
メゾ・フォーカス24 226,000円

トパーズＨＤアドバンス

１９８,０００円＊

高画質なので低倍率でも鮮明で見やすい。モニタの下
の電源スイッチと３つのつまみだけで、電源のオン/
オフ、拡大率、色、明るさなどの設定や静止画像撮影
などを簡単に操作できます。

モニタ：20インチ 幅43.7×奥行43.9×高さ63.5㎝
重さ：18.6㎏ 倍率：1.6～54倍

メーリンＨＤ

１９８,０００円＊

モニタの角度や位置を変えることができます。高機能
のカメラとモニタでチラつきの少ない画面表示です。
操作ボタンがモニタ下部に集中しているので簡単に操
作ができます。

モニタ：24インチ 幅51.0×奥行51.0×高さ61.0㎝
重さ：18.6㎏ 倍率：2.7～73倍



２８

携帯型

クローバー３

２９,８００円＊

手になじむコンパクトなボディ。見たい
ものに置いてかんたん拡大。かざしても
使えます。

画面：3.5インチ
幅9.0×奥行7.2×高さ2.2㎝
重さ：100ｇ 倍率：3.8～16倍

クローバー４／専用ハンドルモデル

３９,８００円＊／４１,６００円＊

見やすい、使いやすい高解像度画面。商
品の値札など小さな文字も大きく表示で
きます。

画面：4.3インチ
幅8.0×奥行15.2×高さ2.5㎝
重さ：180ｇ 倍率：3.5～16倍

ルビーＨＤ５インチ

１９７,４００円＊

画面を立てて見やすい角度で使用したり、
折りたたみ式の持ち手を伸ばしてルーペ
のように使用することもできます。専用
の筆記スタンドが付属。

画面：5インチ
幅13.8×奥行8.8×高さ2.0㎝
重さ：265ｇ 倍率：2～14倍

ルビーＨＤ７インチ

１９８,０００円＊

カメラの角度を調整することで遠方の対
象物を拡大したり、自分の顔を映すこと
もできます。105枚画像保存可能。色と
マークで認識しやすいボタンで簡単操作。

画面：7インチ
幅21.1×奥行14.7×高さ2.5㎝
重さ：510ｇ 倍率：2～24倍

クローバー６

１９８,０００円＊

内蔵のハンドルで手持ちルーペのように
使用することもできます。シンプルなボ
タンと直感的なタッチ操作。高精細カメ
ラで低倍率でもくっきりと表示します。

画面：5.5インチ
幅16.0×奥行9.1×高さ2.1㎝
重さ：270ｇ 倍率：2～35倍



２９

携帯型

アミーゴＨＤ

１９８,０００円＊

ワイドな画面に鮮やかではっきりと画像
を映し出します。手に持って遠くのもの
を見ることもできます。

画面：7インチ
幅20.0×奥行14.0×高さ2.6㎝
重さ：590ｇ 倍率：1.4～25倍

クローバー７

１９８,０００円＊

望遠モードでは約6㎝～10ｍ離れた看板や
標識まで自動でピントが合います。筆記
に便利な専用スタンドが付属。

画面：7インチ
幅18.8×奥行13.8×高さ2.1㎝
重さ：416ｇ 倍率：2.4～30倍

クローバー１０／専用スタンドセット

１９８,０００円＊／２０４,０００円＊

画像カラーモードを白黒反転など１６種類
から選択することができます。望遠モード、
ライン・マスキング機能付き。モニタ側の
カメラを切り換えて拡大しながら鏡のよう
に使えます。スタンドは広いスペースでの
文字の筆記や作業、広範囲の文章のスク
ロールを可能にします。

画面：10インチ
幅25.1×奥行20.3×高さ2.2㎝
重さ：710ｇ 倍率：2.7～17倍

ズーマックス スノー１２

１９８,０００円＊

７インチの約３倍の大画面に高精細、高
コントラストな表示。付属の専用スタン
ドを使用しＡ４サイズの原稿を撮影すれ
ば、スクロールして読書ができます。
タッチパネル、ボタンどちらでも操作が
可能。本体は薄型で携帯性も高く、持ち
運びに便利です。

画面：12インチ
幅28.7×奥行21.5×高さ2.7㎝
重さ：1,240ｇ 倍率：2.7～19倍



眼鏡装着型読書器

天使眼（エンジェルアイスマートリーダー）

１９８,０００円＊

小型カメラと小型スピーカーを搭載した活字文書読上げのウェアラブル装置で
す。付属のメガネのフレームに装着して使用します。音声ガイダンスにより、
操作をサポート。原稿を撮影範囲に誘導、原稿が撮影範囲内に入ると自動で撮
影して読上げます。操作は本体へのタッチなどで簡単にできます。

幅7.0×厚さ2.6×高さ1.5㎝
重さ：30ｇ 充電時間：約60分 連続使用時間：約90分 待機可能期間：最大約3日

オーカム マイアイ２ / マイリーダー２

４９８,０００円＊ / ２４８,０００円＊

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。
【マイアイ２機能】活字読み上げ、顔、物品、お札、色認識
【マイリーダー２機能】活字読み上げ

幅7.5×厚さ2.1×高さ1.5㎝
重さ：22.5ｇ 充電時間：約40分 連続使用時間：約90分

３０



音声（文字認識）読書器

３１

快速よむべえ 拡大モデル

２２６,０００円＊

音声と拡大表示両用。カメラで印刷物を
読み取り、音声で読み上げ、画面で拡大
表示する読み上げ機能付き拡大読書器。

撮影サイズ：最大Ａ３ 画面：21.5型液晶
専用カメラ12.4×30.0×高さ38.9㎝
倍率：40倍

快速よむべえ 読み上げモデル

１９８,０００円＊

カメラで印刷物を読み取り、音声で読み
上げる読書器。操作してから読み始める
までの時間は10秒以内。カメラのケーブ
ルの長さ分、自由に動かせます。

撮影サイズ：最大Ａ３
専用カメラ12.4×30.0×高さ38.9㎝

快速よむべえ 一体モデル

１９８,０００円＊

コンセントにつないで電源を入れるだけ
で使えます。カメラで印刷物を読み取り、
音声で読み上げる読書器。操作してから
読み始めるまでの時間は10秒以内です。

撮影サイズ：最大Ａ３
20.0×18.5×高さ27.5㎝

コンパクト１０スピーチ

２２６,０００円＊

画像はカラー、白黒反転など17種類から
選択が可能。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。画面を直
接タッチして操作します。

画面：10インチ
幅26.1×高さ18.9×厚み3.6㎝（折りたたみ時）

重さ：950ｇ 倍率：0.5～22倍



３２

クリアリーダープラス

１９８,０００円＊

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
やすいダイヤル式。軽量で簡単に持ち運
べます。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。

幅27.6×高さ24.9×奥行10.5㎝（カメラを閉じた状態）

重さ：1.5㎏

オムニリーダー

１９８,０００円＊

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
書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、手書きをする
ときの拡大も可能です。

幅27.6×高さ24.9×奥行10.5㎝

重さ：1.5㎏

スマートリーダーＨＤ

１９８,０００円＊

カメラ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
内蔵されているので、充電後はお好きな
場所で読書を楽しめます。ハンドル付き
なので、持ち運びも簡単です。

幅23.0×高さ24.1×奥行11.4㎝（カメラを閉じた状態）

重さ：1.8㎏



防災グッズ

３３

防災リュック２０点セット

８,８００円

①デイバッグ②レインカバー③4層アルミ
シート④抗菌消臭・簡易トイレ⑤非常用給
水袋3L⑥冷熱遮断アルミシート⑦4層アル
ミ寝袋⑧災害・書けるテープ⑨防災ガイド
⑩新ソーラー＆ダイナモLEDライト⑪軍手
⑫ロープ⑬笛⑭防災用ウェットティッシュ
(20枚入)⑮反射安全タスキ⑯レインポン
チョ(ホワイト)⑰除菌ジェル⑱ポケット
ティッシュ⑲絆創膏5枚⑳綿棒10P

防災リュック女性用２０点セット

８,８００円

①デイバッグ②4層アルミシート③抗菌消
臭・簡易トイレ④非常用給水袋３L⑤冷熱
遮断アルミシート⑥防災ガイド⑦アルミ
LEDライト&ホイッスル⑧新ソーラー＆ダ
イナモLEDライト⑨パステルカラー軍手
⑩あんしんトイレポンチョ（ポーチ付き）
⑪除菌ジェル⑫ポケットティッシュ⑬生理
用品１０枚入り⑭絆創膏5枚⑮綿棒10P⑯
コットンパフ3枚⑰ワンタッチ包帯⑱爪切
り⑲毛抜き⑳ハサミ

ご希望の方には、点字のネームラベルをお付けします。



３４

シチズン防災ラジオ

１１,０００円

乾電池と手回し発電、2つの充電方法で使用で
きる防災ラジオ。スマートフォン、携帯電話の
充電器としても使用できます。ラジオとしてＡ
Ｍ、ＦＭ、ワイドＦＭを聞くことができ、目覚
まし時計としても使用することができます。
USB充電ケーブルを使用して家庭用電源やパソ
コンからの充電も可能。懐中電灯（LED)として
も使えます。

サイズ：6.8 x 17.9 x 15.2 cm 重さ：610 g
電池：単３×4

除菌ドライシート

４５０円

すこしの水で濡らすと、除菌効果を発揮するド
ライタイプのペーパータオルです。
手洗い後に拭くだけで除菌効果をプラス。布製
タオルとは違い、使い捨てなので衛生的で、ア
ルコールフリーのため手荒れの心配もありませ
ん。



３５

パソコンソフト

商 品 価格

PC-Talker Neo
Windows画面音声化ソフト ※５年間ライセンス

４３,１２０円

PC-Talker Neo Plus
PC-Talker NeoとNet Readerのセット ※５年間ライセンス

６４,６８０円

Voice Works
Microsoft Office 操作支援オプション

２２,０００円

Braille Works
点字ディスプレイ出力強化オプション

３０,８００円

My Word７（Web版）
音声ワープロ

６２,５２４円

My Read７
活字読み上げシステム

６２,５２４円

My Access
宛名書き住所録ソフト

４０,９６４円

My BookⅤ（Web版）
バリアフリー読書システム ※５年間ライセンス

４０,９６４円

My MailⅤ（Web版）
音声メールソフト

１９,４０４円

My Newsパック
MyNews、MyDic、MyRoute、MyDoctorの４本のパック

４３,１２０円

My News Neo（Web版）
ウェブニュース閲覧ソフト ※５年間ライセンス

２１,５６０円

My Route Neo（Web版）
近くのお店の検索、路線や道順の検索 ※５年間ライセンス

２１,５６０円

My Dic Neo（Web版）
辞書検索 ※５年間ライセンス

２１,５６０円

My Doctor Neo（Web版）
インターネットで提供されている「健康や医療」検索、閲覧
※５年間ライセンス

２１,５６０円

※日常生活用具での給付申請、個人での自費購入、更新パッケージ購入等に
ついては、お問い合わせください。
※Ｗｅｂ版はＤＶＤ発行手数料（3,300円）を追加してＤＶＤ版に変更する
ことができます。



３６

取扱商品メーカー問合せ先

メーカー名 問合せ電話番号

愛すまっぷ合同会社 043-377-3423

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 高知システム開発 088-873-6500

株式会社 ジオム社 06-6463-2104

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

ソニー株式会社 0120-55-1174

株式会社 タニタ 0120-133821

株式会社 日本テレソフト 03-6913-5641

株式会社 Raise the Flag. 087-887-5373

株式会社 ラビット 03-5292-5644



３７

「同行援護事業所 のぞみ」のご案内

同行援護とは視覚障害者の外出をサポートする福祉サービスです。

外出するために手助けがほしい

視覚障害者の買い物、通院、散歩、趣味のお出かけなど、自宅外
での活動をガイドヘルパー（同行援護従業者）がサポートします。

サポートの内容は？

利用者の自宅または待ち合わせ場所から目的地まで周囲の様子に
配慮しながら安全に誘導します。出先での代筆、代読なども行いま
す。

利用するには何が必要？

お住まいの市町村に同行援護の申請をし「福祉サービス受給者証」
を発行してもらいます。「福祉サービス受給者証」には月に利用で
きる時間数、障害支援区分などが記載されています。「福祉サービ

ス受給者証」を受け取ったら、同行援
護事業所と利用契約を結び、同行援護
の利用が開始となります。本人及び配
偶者の収入により自己負担額が発生し
ます。非課税世帯は負担額はありませ
ん。自己負担のある場合は１割負担と
なります。

社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会

同行援護事業所のぞみ
電話 ： 043-308-7007
（電話受付 月曜～金曜 第1・第3土曜日 ９時～17時
祝日・特別休館日・年末年始を除く）
Ｅメール ： nozomi@tisikyo.jp
ＦＡＸ ：043-424-2486





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） ０４３-４２１-５１７９
（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。


