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web用価格改訂版

より良い聞こえと
コミュニケーションのために

日常生活用具給付制度で
ご購入費用の90%が給付されます
日常生活用具給付制度について
日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要
な機器の購入を公費で助成する制度です。
個人の収入と公費負担額の関係はそれぞれの自治体で運用が異なりますが、一般的な基準
として購入価格の9割が公費負担、1割が自己負担とされています。
※ 日常生活用具給付の基準、判断は、各市区町村で決定されます。

障害者手帳が必須
日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して、障害者として認定される必要
があります。障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には、対象にはなりません。
※ 障害者手帳の取得に関しては、
お住まいの地域の役所の障害福祉課にご相談ください。

主な障害種別と給付品目
給付される用具や機器は、障害別に品目が限定されています。
国の制度による種目

給付上限額

障害者手帳等級

耐用年数

屋内信号装置

87,400円 以上

2級以上

10年

火災警報器

15,500円 以上

2級以上

８年

携帯用信号装置

20,200円 以上

3級以上

6年

フラッシュベル

12,400円 以上

3級以上

10年

会議用拡聴器

38,200円 以上

4級以上

6年

補聴器対応電話機

25,000円 以上

4級以上

ー

携帯用会話補助装置

98,800円 以上

4級以上

5年

※ 上記表の給付種目名は自治体により異なる場合がございます。
※ 給付の申請、種目、金額につきましては自治体の障害福祉課などにお問合せ下さい。
※ 給付及び給付対象の機種、
内容、金額、耐用年数などは各自治体の判断となります。
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本カタログの製品について

給付対象製品について

● 本カタログに掲載されている製品で、但し書きの
ないものは全て
「1年保証」
です。
● 電池が付属する商品の電池は、
モニタ用電池の
ため早期に消耗する場合があります。

● 商品の組み合わせにより、複数の給付対象となる
場合もございますので、
お気軽にご相談下さい。

申請から製品が届くまでの流れ

各役所、販売店によって多少異なる場合があります。

1

製品を選んで見積書をもらう
必要な機器、
用具が分からない場合、販売店にご相談下さい。

お客様の障害・症状、生活に合わせた製品のご提案と給付申請
に必要なお見積書を作成いたします。

2

障害福祉課で給付申請
お住まいの地域の役所の障害福祉課で日常生活用具給付申請

を行います。給付申請書をもらい、
お見積書と一緒に提出します。

※ カタログをお持ちの場合、一緒に持っていくと良いです。

審査を待つ
約1、2週間程度で役所の審査が終わります。

3

給付券を販売店へ送る
審査が通るとお客様へ
「日常生活用具給付券」、販売店へ
「給付
決定通知書」
が届きます。給付券に署名捺印を押して販売店へ
送ります。 ※ 自治体により異なる場合がございます。

4

自己負担額のお支払い
販売店は給付券が届くと、
お客様に自己負担額をご請求します。

自己負担分のお支払いを確認後、
お客様に商品が配送されます。
※ 販売店によっては、商品と一緒に自己負担額の請求書が同梱

されています。

製品が届きます
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屋内信号装置

ベルマンビジットシステム

屋内信号装置

ベルマンビジットシステム
日常生活で必要な情報を
光・振動・音でお知らせするシステムです

来客

電話

火災

赤ちゃん

!?

自立した生活を送るための福祉機器
屋内信号装置「ベルマンビジットシステム」
は、耳の不自由な方が日常生活を送るために必要
な情報をお知らせすることを目的として作られた福祉システムです。
屋内の各箇所に発信器（センサ）
を設置して、
ドアチャイムの音や、電話やFAXの着信などを感
知して無線発信。受信器が光や振動または大きな音で通知します。来客、電話／FAXの着
信、
目覚まし、
火災警報音、
赤ちゃんの泣き声などを容易に知ることができます。
屋内信号装置は聴こえの不自由な方々が、誰かに頼ることなく、
自立した生活を送るための必
需品です。

日常生活用具の給付対象品
屋内信号装置は、厚生労働省の定める
「聴覚障害者用日常生活用具」
の給付対象品です。
日常生活用具の給付とは、
身体障害者手帳の２級以上を所持する方に対して、居住地の自治
体が日常生活を送る上で必要と認めた場合に、87,400円を上限として支給される制度です。
この給付制度を利用することで、屋内信号装置の購入の負担を軽減することができます。

屋内信号装置「ベルマンビジットシステム」
は非課税認定商品です。
発信器と受信器を同時に購入する場合は非課税となります。
※ 個別にご購入する場合は、課税対象となります。
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ベルマンビジットシステムの屋内信号装置は
さまざまな組み合わせが可能です
屋内信号装置は発信器と受信器をペアで使用しますが、建物の形式や間取り
それぞれの生活習慣、家族構成などに合わせて、
さまざまな組み合わせが可能です

来客

電話

火災

スマホ

発信器

受信器へ無線信号を送ります

受信器

信号を受信して光や振動、
音を発生

赤ちゃんの
泣き声

ドアセンサ発信器

フラッシュ受信器

ベッドシェーカ

- 光（フラッシュ）呼び出しボタン
モバイルフォンセンサ

磁気スイッチ

玄関マットスイッチ

マルチセンサ発信器

モバイルフォンセンサ
アラームクロック受信器

モバイルフォンセンサ
火災警報発信器

玄関マットスイッチ

- 音・光・振動 -

ベビーセンサ発信器

全ての発信器の信号を1つの受信器で受信できます。
また、発信器が1つ、受信器が各部屋にある場合でも、全ての受信器が反応します。
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屋内信号装置

ベルマンビジットシステム

屋内信号装置

屋内信号装置

ページ内全商品給付対象
ベルマンビジットシステム

発信器

センサが反応すると、受信器へ無線信号を送ります。

来客を通知
ドアセンサ発信器

呼び出しボタン

¥24,800 (非課税)

品番 : BE1411

¥18,700 (非課税)

品番 : BE1420

単品購入の場合 ¥27,280
（税込）

単品購入の場合 ¥20,570（税込）

ドアチャイムやインターホンの音を記憶する
ので誤作動がありません

発信器付きドアチャイム
室内での呼び出し装置としても使えます

ドアチャイムやインターホンの音源近くに設置し、
チ
ャイム音を感知すると受信器に対して無線信号を発
信して来客をお知らせします。

インターホンがないお宅はドアベルを玄関ドアの外
側に設置するだけ。
また、室内のドアに付ければ呼び
出し装置としても重宝します。
小型・軽量で、
乾電池で約2年の長寿命です。

サイズ

100 x 65 x 25 mm

重量

120 g

電源

単3アルカリ x 2

付属

外部マイク：750mm

※ チャイム音の種類によっては記憶ができないことがござい
ます。
その場合は
【呼び出しボタン】
（P5）
をご利用ください。
※ コードが届かない場合は、別途2500mmの外部マイクも
販売しております
（
【BE9199】価格￥2,600 非課税）。

サイズ

66 x 48 x 23 mm

重量

50 g

電源

電池：6V x 1

※ 稼働時間の目安：約2年
（使用頻度により異なります）

※ 雨風に晒される場所での使用はできません。

Bellman&symfon

電話／FAXを通知

マルチセンサ発信器
品番 : BE1431

¥21,000 (非課税)

火災を通知

火災警報発信器

¥21,000 (非課税)

品番 : BE1431F

単品購入の場合 ¥23,100（税込）

赤ちゃんの泣き声を通知

ベビーセンサ発信器

¥21,000 (非課税)

品番 : BE1491

単品購入の場合 ¥23,100
（税込）

単品購入の場合 ¥23,100（税込）

電話／FAXの着信を感知します
各種センサを直結できるマルチ発信器

火災警報器に連動して警報を感知、
発信

赤ちゃんの側に置くだけ
赤ちゃんの泣き声を感知します

家庭用電話回線を付属の分岐コネクタと接続して、
電話／FAXの着信を感知。
その他各種センサーが直
結できます。

移報接点付住宅用火災警報器（P9）
と連動させて使
用します。住宅用火災警報器の設置は法令により義
務付けられています。

赤ちゃんの泣き声の大きさや、設置距離により感度
を３段階に調整できます。泣き声の大きさは3段階、
泣き声の長さは1秒・10秒・30秒に設定可能です。

サイズ

100 x 65 x 25 mm

重量

120 g

電源

単3アルカリ x 2

100 x 65 x 25 mm

サイズ

100 x 65 x 25 mm

重量

120 g

重量

120 g

電源

単3リチウム x 2

電源

単3アルカリ x 2

サイズ

【 接続可能機器 】
● 玄関マットスイッチ
（P7）
● 磁気スイッチ
（P7）
● モバイルフォンセンサ
（P7）

【 接続可能機器 】
● 玄関マットスイッチ
（P7参照）

子器
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屋内信号装置

ベルマンビジットシステム

受信器

発信器からの無線信号を受信して光や振動、音で通知します。

給付対象商品

屋内信号装置

フラッシュベル

部屋のどこにいても気づける！ろう者にはかかせない1台
主要な部屋に置けば安心
フラッシュ受信器
品番 : BE1441

¥31,300 (非課税)

強力なフラッシュライトでお知らせ
部屋のどこにいても気づくことができます

サイズ

φ70 x 145 mm

重量

315 g

電源

ACアダプタ
7.5VDC、
1,500mA

一般電話回線に有線で繋げることで、電話／FAXの
着信を感知。
【モバイルフォンセンサ】
（P7）
を繋げて
携帯電話の感知もできます。
壁にかけて使用したい場合は、専用壁掛け金具【BE9075】
¥2,000（非課税）
も別途ご用意しています。

※ 分岐コネクタ及び電話線は付属しません

赤
カラーキャップ
各¥3,000（非課税）青

BE9164
BE9165

黄 BE9166
白 BE9167

単品購入の場合 ¥3,300
（税込）

ベッドシェーカ
（P7）
品番 : BE1270BV

朝が弱い人に最適！目覚まし時計型受信器
アラームクロック受信器
品番 : BE1580

¥41,600 (非課税)

ベッドシェーカ付き目覚まし時計型
フラッシュと徐々に増幅するアラーム音
一般電話回線に有線で繋げることで、電話／FAXの
着信を感知。
【モバイルフォンセンサ】
（P7）
を繋げて携
帯電話の感知もできます。停電時にも内蔵充電池によ
りベッドシェーカ未使用で約8時間作動します。
※ 分岐コネクタ及び電話線は付属しません

本体
サイズ

108 x 121 x 92 mm

重量

390 g

電源

ACアダプタ
7.5VDC, 1,000mA
NiMH 充電池内蔵

ベッドシェーカ
（BE1270BV）
サイズ

φ88 x 27 mm

重量

120 g

コード

2,000 mm
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屋内信号装置

ページ内全商品給付対象

屋内信号装置

ページ内全商品給付対象

屋内信号装置

ベルマンビジットシステム

今やスマホは必須アイテム
置くだけ簡単センサ

モバイルフォンセンサ
品番 : BE9250

固定電話／FAX／スマホの
着信を通知

ベルマンアラームクロックスペシャル

（ベルマンアラームクロックプロ ＋ モバイルフォンセンサ）

¥9,600 (非課税)

スマホの通知、
一般電話回線、
FAX着信を通知する
フラッシュライト付き高機能型アラームクロック

スマートフォン・タブレット・携帯電話などの
着信時の光を感知します

ベルマンアラームクロックプロの仕様

スマートフォンやタブレットなどのディスプレイに乗
せて使います。着信時の液晶の光を感知します。
コード
電源

¥30,000 (非課税)

品番 : BE1390

単品購入の場合 ¥10,560（税込）

本体

● アラーム時刻にフラッシュライト
● 電話回線に繋げて電話／FAXを通知
● 停電時に必要なバックアップ電池

センサ部 ：120 mm
バッテリ部 ：100 mm

停電時にも内蔵充電池によりベッドシェーカ未使用で
約8時間作動します。

単4アルカリ x 1

※ 接続可能な電話回線は一般電話回線のみです
※ 電話機および分岐コネクタ、
電話線は製品には含まれません

【 接続可能機器 】
● マルチセンサ発信器
（P5）
● フラッシュ受信器
（P6）
● アラームクロック受信器
（P6）

マルチセンサ発信器を接続して来客を伝える
家でもお店でも使えるセンサ

サイズ

108 x 121 x 92 mm

重量

390 g

電源

ACアダプタ
7.5VDC, 1,000mA
NiMH 充電池内蔵

付属

ベッドシェーカ

ベルマンビジット受信器に接続
振動で起こしてくれる重要機器

ゴム状の滑り止めで就寝中
にも一定の場所に固定され
振動を確実に伝達します

磁気スイッチ
品番 : BE9023

¥2,800 (非課税)

玄関マットスイッチ
品番 : BE9026

単品購入の場合 ¥3,080
（税込）

¥12,000 (非課税)

ベッドシェーカ
品番 : BE1270BV

単品購入の場合 ¥13,200（税込）

¥5,000 (非課税)

単品購入の場合 ¥5,500
（税込）

ドアの開閉を感知します
来客や防犯目的でも使用できます

マットを踏む圧力を感知します
お店などでも使用されます

枕やシーツの下に設置
強力な振動で起こしてくれます

ドアや窓に設置します。2つの磁気スイッチが離れる
ことで感知します。来客はもちろん、防犯にも使用さ
れます。

戸口前にマットを敷きます。
マットに3kg以上の重量
がかかると感知します。

枕やシーツの下などに置いて使用。振動で起こしてく
れます。

φ88 x 27 mm

サイズ

65 x 25 x 13 mm

サイズ

540 x 395 mm

サイズ

重量

25 g

重量

255 g

重量

100 g

コード

500 mm

コード

2,000 mm

コード

2,000 mm

【 接続可能機器 】
● マルチセンサ発信器
（P5）
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※ 雨風に晒される場所での使用はできません。

【 接続可能機器 】
● マルチセンサ発信器（P5）
● ベビーセンサ発信器（P5）

【 接続可能機器 】
● フラッシュ受信器（P6）
● アラームクロック受信器
（P6）

屋内信号装置

ベルマンビジットシステム

ベルマンビジットシステムの家庭内での使用例
BE1491

BE1580

ベビーセンサ発信器

アラームクロック受信器

SS-2LTH

ハイガード

BE1431F

火災警報発信器
BE1431

マルチセンサ発信器

BE1420

呼び出しボタン
BE1411

ドアセンサ発信器

BE1441

フラッシュ受信器

給付制度を利用して自己負担を抑えたシステムを導入
※最大87,400円の支給を受けることができます。

来客を複数の部屋へ通知

ドアセンサ発信器
(BE1411)

火災・来客・赤ちゃんの泣き声を通知

フラッシュ受信器 x 2
(BE1441)

合計： 87,400円
（非課税）

※ 別途、火災警報器（P9）
が必要です。

来客・電話/FAXの通知、
目覚まし

ドアセンサ発信器
(BE1411)

マルチセンサ発信器
(BE1431)

アラームクロック受信器
(BE1580)

合計： 87,400円
（非課税）

ベビーセンサ発信器 呼び出しボタン フラッシュ受信器
(BE1441)
(BE1491)
(BE1420)

火災警報発信器
(BE1431F)

合計： 92,000円
（非課税）

火災・来客の通知、
目覚まし

火災警報発信器
(BE1431F)

ドアセンサ発信器
(BE1411)

※ 別途、火災警報器（P9）
が必要です。

アラームクロック受信器
(BE1580)

合計： 87,400円
（非課税）

福祉・介護用品としての使用例
徘徊感知マットセット

ドア開閉感知セット

マルチセンサ発信器
(BE1431)

磁気スイッチ
(BE9023)

アラームクロック受信器
(BE1580)

要介護者の居室の出入口のドアに磁気スイッチと発信器を設置。
ドアを開けた時に受信器が光・音・振動で通知します。
品番 : JI-BE-JSET

TAISコード：00544-000035

合計： 65,400円
（非課税）

マルチセンサ発信器
(BE1431)

玄関マットスイッチ
(BE9026)

アラームクロック受信器
(BE1580)

ベッドの下や居室の出入口に玄関マットと発信器を設置。要介護者がベッドから
降りたり居室から出ようとしてマットを踏むと受信器が光・音・振動で通知します。
品番 : JI-BE-GSET

TAISコード：00544-000034

合計：74,600円
（非課税）
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屋内信号装置

ページ内全商品給付対象

火災警報器

ページ内全商品給付対象

屋内信号装置に接続できる移報接点付き火災警報器
火災警報関連

屋内信号装置と連動して、火災を光や振動で通知します。
＜ 住宅用火災警報器の設置は法令により義務付けられています ＞

ホーチキ無線連動式住警器

ハイガード

● 約90dBの大音量警報音と音声で火災発生をお知らせ
● 警報音は幅広い年齢層に聞き取りやすい、
音域が広いスイープ音
● 2段階で最大音量となる段階鳴動機能

● 約90dBの大音量警報音と音声で火災発生をお知らせ
● 警報音は幅広い年齢層に聞き取りやすい、
音域が広いスイープ音
● 2段階で最大音量となる段階鳴動機能

1つの警報器が作動すると、全部屋の火災警報器が作動します。
親器、
子器など計15台まで増設可能（煙式と熱式の組み合わせ可）

＜屋内信号装置との連動＞

単独型の火災警報器、
部屋数の少ない住宅などに便利です。
台所、
寝室、
階段、
廊下などに簡単設置可能な天井/壁掛兼用

＜屋内信号装置との連動＞

FIRE

親器

子器

火災警報発信器
BE1431F

子器

親器に【火災警報発信器】(P5) を接続。（各種受信器は P6）

無線連動式住警器セット

煙式

¥34,100 (税込)

品番 : SS-2LRH̲2LR-10

火災報知器の親器と子器のセット
サイズ

親器／子器：100x100x46.7 mm

重量

親器／子器 155 g

電源

煙式

¥14,850 (税込)

品番 : SS-2LR-10

連動するには親器が必要です。

重量
電源

100x100x46.7 mm
155 g
内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

無線連動式子器

火災警報発信器

BE1431F

BE1431F

1 台毎に【火災警報発信器】(P5) を接続。（各種受信器は P6）

ハイガード

煙式 （移報接点付）

品番 : SS-2LTH

品番 : SS-2LTH-2 （2個組）

¥8,800 (税込)
¥15,787 (税込)

サイズ

94.5 x 94.5 x 27.5 mm

重量

100 g

電源

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

ハイガード
品番 : SS-FLH

品番 : SS-FLH-2

熱式 （移報接点付）

¥8,800 (税込)

（2個組） ¥15,787 (税込)

65℃の熱を感知すると警報。一時的な熱に反
応した場合、熱が下がると元の状態に自動復帰
します。
サイズ

100 x 100 x 42 mm

重量

110 g

電源

熱式

品番 : SS-FK-10

FIRE

火災警報発信器

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

無線連動式子器

サイズ

FIRE

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

¥14,850 (税込)

65℃の熱を感知すると警報。一時的な熱に反
応した場合、熱が下がると元の状態に自動復帰
します。
連動するには親器が必要です。
サイズ

100x100x46.7 mm

重量

145 g

電源

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

ベルマンビジットシステムと連動させるためには、
このページに掲載されている移報接点付き
（外部出力）
の住宅用火災警報器が必要です

※ ホーチキ無線連動式住警器類は、NS消防法令適合品、住宅性能表示制度対応品
※ 住宅用火災警報器の設置は法令により義務付けられています。
（各市町村の火災予防条例により設置場所は異なります）
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ページ内全商品給付対象

屋内信号装置

強力なベッドシェーカの振動と大音量アラームで時刻をお知らせ

ベルマンアラームクロック

強力振動のベッドシェーカ

ワンタッチで時間合わせ、
アラーム
時刻を設定ができる簡単操作

強力なベッドシェーカの振動でア
ラーム時刻をお知らせ

音程が変わるアラーム音

起きやすいスヌーズ

大音量アラーム

アラーム音は多くの人が聞き取れ
るよう音程（約5段階）
を変えなが
ら繰り返し鳴ります。

アラームの間隔が9・7・5・3・2分
と徐々に間隔が短くなるスヌーズ

鳴り始めから徐々に増幅し、
最大100dBの大音量アラーム

振動式時計

簡単操作

※ スヌーズとはアラームを止めても、再び鳴る機能

ベルマンアラームクロック プロ
品番 : BE1370

本体

¥24,200 (税込)

一般電話回線に繋げて電話やFAX着信も通知できる
フラッシュライト付き高機能型アラームクロック

サイズ

108 x 121 x 92 mm

重量

390 g

電源

ACアダプタ
7.5VDC, 1,000mA
NiMH 充電池内蔵

● アラーム時刻にフラッシュライト
● モバイルフォンセンサを接続可能（スマホの着信）
● 一般電話回線に繋げて電話／FAXを通知
● 停電時に必要なバックアップ電池内蔵

ベッドシェーカ
同ページ BE1270BV

モバイルフォンセンサ

電話／FAXの着信を感知。
【モバイルフォンセンサ】
（P7）
を繋
げてスマホの感知もできます。停電時にも内蔵充電池により
ベッドシェーカ未使用で約8時間作動します。

品番 : BE9250

スマホ・タブレット・携帯電話
などの着信時の光を感知し
ます。(P7)

※ 接続可能な電話回線は一般電話回線のみです
※ 電話機および分岐コネクタ、電話線は製品には含まれません

ベルマンアラームクロック クラシック

¥15,400 (税込)

品番 : BE1350

スタンダードタイプのアラームクロック
ベッドシェーカの付いた目覚ましの機能で十分な方はクラシ
ックがおすすめ。 特に新生活を始める方に大変人気のある商
品です。

本体
サイズ

108 x 121 x 92 mm

重量

345 g

電源

ACアダプタ
7.5VDC, 1,000mA
ベッドシェーカ
同ページ BE1270BV

プロとクラシックの性能比較
クラシック

ベッドシェーカ
品番 : BE1270BV

プロ

バックライト

¥5,500 (税込)

ベルマンアラームクロックには付属しています。
破損した時の交換用としてご購入ください。

スマートスヌーズ
マルチトーンアラーム音
フラッシュライト

サイズ

φ88 x 27 mm

バックアップ電池

重量

100 g

コード

2,000 mm

電話線接続
モバイルフォンセンサ
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ポケットサイズで持ち運び簡単！
スマホの着信とアラームで振動するワイヤレスベッドシェーカ

振動式時計

給付対象商品
屋内信号装置

携帯用信号装置

フラッシュベル

専用アプリでスマホと連動する
ワイヤレスベッドシェーカ
■ Vibio -ビビオ品番 : BE1221

¥12,100 (税込)

スマートフォンとBluetoothで接続
強力な振動で起こすワイヤレスシェーカ
● iPhoneでもAndroidでも使用可能
● アラーム時刻及び、
スマホの着信／通知をお知らせ
● 専用アプリのダウンロードは無料
● アラーム時刻はいくつでも設定可能
● 専用アプリで簡単操作
サイズ

94 x 94 x 27 mm

重量

153 g

電源

充電池内蔵（USB充電）

振動の強さ

強

優
紫花柄

品番 : GL-VM-LPL
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白

品番 : GL-VM-SWH

振動式時計

1つの時計で 2人が起きられる
目覚まし時計

● 強力フラッシュ & 大音量アラーム
● 見やすい時刻表示、簡単アラーム設定
● 2 つのベッドシェーカがそれぞれの起床時間に対応
給付対象商品

屋内信号装置

セントラルアラームクロック
品番 : CA-ALM2

¥19,800 (税込)

２つのベッドシェーカを別々のアラーム時刻に振動
大音量のアラーム音とフラッシュ

サイズ

約 165 x 106 x 60 mm

重量

335 g

電源

9V 1,000mA
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ページ内全商品給付対象

屋内信号装置

携帯型振動式目覚まし時計最強の振動
振動・光・音の組み合わせで確実に起きる！
ウェイクン シェイク・ボイジャー V2 ¥11,000 (税込)
LED懐中電灯で災害時にも安心
据え置きでも、
持ち運びにも便利な高機能時計

振動式時計

●
●
●
●
●
●

品番 : GM-JWNS-B

品番 : GM-JWNS-W

超強力な振動
選べる振動、音、光の組み合わせ
振動の強さやスヌーズ間隔の調整
夜間に見やすいバックライト
懐中電灯として使えるLEDライト
便利なトラベルケースとクリップ付属

サイズ

95 x 90 x 30 mm

重量

110 g

電源

計時用 : 単4アルカリ電池 x 1
振動用 : 単3アルカリ電池 x 2

自立スタンドで据え置き型時計としても使用可

時計本体が振動する携帯型目覚まし時計
旅行や出張先に手軽に持ち運べます
ビブラ

品番 : SI-VA3

目覚まし以外にカウントダウンタイマや
LED懐中電灯としても使える多機能時計
● 8分毎にアラームを繰り返すスヌーズ機能
（7回まで）
● アラームは音＋振動／音のみ／振動のみ
● アラーム音程調整（3段階）
● カウントダウンタイマ
● 室温表示
● 非常時に便利なLED懐中電灯を搭載
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サイズ

118 x 71 x 27 mm

重量

140 g

電源

単3アルカリ電池 x 3

¥13,200 (税込)

ページ内全商品給付対象

屋内信号装置

振動式腕時計は通勤電車のうっかり寝過ごし対策にも便利。
アナログ高級タイプの腕時計
■ バイブラクオーツJ

¥14,300 (税込)

● アラームは誤差が発生しにくいデジタル制御
● 日常生活防水対応

ブラック

パールホワイト
品番 : SI-VQ500JWL

品番 : SI-VQ500JBM

サイズ

47 x 30 x 14.35 mm

重量

64.5 g

電源

計時用：SR626W 約2年
アラーム用：CR2032 約1年
（1日1分の振動）

バンド

穴留式 ／ ピンバックル

防水性能

日常生活防水

＜ 数量限定販売 ＞なくなり次第販売終了

簡単操作で誰でも使える
アナログタイプの振動時計

バイブラウォッチ

¥11,000 (税込)

性別を問わないクラシックなデザイン
アラーム時刻を振動／音でお知らせ
３つのボタンで簡単操作
● 現在時刻合わせは竜頭を回すだけ
● アラーム時刻はボタンを押すだけ
● 振動と音の切り替えもワンタッチ

シルバー

品番 : JI-VW-S

ブラック

品番 : JI-VW-B

ゴールド

サイズ

約 38 x 35 x 11 mm

重量

45 g

電源

SR927W

品番 : JI-VW-G

小型・軽量で女性や子供に人気
カジュアルタイプの振動腕時計
■ バイブラライト Mini

¥11,000 (税込)

幅30mmで、25gと軽量。女性やお子様に最適な大きさです。
誤設定防止のロックモード付なのでお子様の使用でも安心です。
「振動」
と
「音」両方設定可能です。
１２個まで登録できるアラームや
カウントダウンタイマを強力な振動でお知らせします。
5気圧日常生活防水機能付き。

紫花柄

品番 : GL-VM-LPL

白

品番 : GL-VM-SWH

黒

品番 : GL-VM-LBK

サイズ

30.5 x 38.5 x 12.3 mm

重量

25 g

電源

CR1632 リチウム電池

バンド

ピンバックル

防水性能

日常生活防水
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振動式時計

一見振動式時計には見えない洗練されたデザインと、高級革バン
ドが人気の秘密。
スーツやドレスなど大人の装いにぴったり合いま
す。
またカジュアルな服装と合わせてもおしゃれです。

給付対象商品

補聴器対応電話機

難聴者・高齢者用電話機
音量増幅と音程調整でより明瞭な音声に
大きなボタンで押しやすい高性能電話機
ジャンボプラスAP

ジャンボプラス
（HD60J）後継機

¥30,800 (税込)

品番 : GM-AP60JW

電話機関連

● 受話音量を最大60dB増幅
● 受話音程も自由に調整
● 着信音量調整可能／着信音は３つ選択可能
● Tコイル内蔵補聴器に対応するTコイル内蔵受話器
● ９個のワンタッチダイヤル登録／３個の緊急連絡先登録
● ハンズフリー通話対応
サイズ

210 x 190 x 100 mm

重量

735 g

電源

ACアダプタ
（12VDC）

※ 技術基準適合認定番号
「A20-0205001」
※ 一般電話回線専用

ジャンボプラスAP専用M-Link（マイク付）
品番 : GM-CLHook1
¥8,580 (税込)
● 受話器を持たずにジャンボプラスAPで通話できます。
※ジャンボプラスAP専用M-Linkの接続端子は2.5mm

給付対象商品

フラッシュベル

振動を感知して点滅する着信通報装置

電話／FAX／スマホ／タブレット／携帯対応
セルフォンリンガ

¥15,400 (税込)

品番 : SI-RF200

●
●
●
●

着信感知後、
リセットするまでランプは点滅し続けます
一般電話回線に直結して固定電話の着信やFAXをお知らせ
振動しないタブレットも付属の着信感知ケーブルで通知
USB充電機能付で、
端末の充電をしながら使用できます

サイズ

116 x 85 x 90 mm

重量

165 g

電源

ACアダプタ
（9VDC、
1,000mA）

※ 技術基準適合認定番号
「A14-0215001」

ベッドシェーカ

¥5,500 (税込)

品番 : SI-BS100

※ スマートフォン・タブレットは付属しません
※ ベッドシェーカは別売です

15

枕やシーツの下などに置けば振動で
起こしてくれます。

サイズ

φ90 x 26 mm

重量

100 g

コード

1,900 mm

電話機・FAX兼用、簡単に接続できる音量増幅器
テレアンプⅢ

¥15,400 (税込)

品番 : SI-UA45

● 受話音量を+30dB音量増福
（ブースト時最大+45dB）
● 多くの電話機・FAX機に接続できる切替スイッチ付
● 会話終了後、約12秒後に自動停止で電池消耗を軽減
※ 骨伝導機能付、
ワイヤレスなど標準4極4芯
コネクタを持たない受話器付電話機には
接続できません
※ ブーストボタンを押している間は、
こちらの声
が15dB程度の音量で送信されます

サイズ

116 x 76 x 44 mm

重量

130 g

電源

ACアダプタ、
または
9Vアルカリ電池
（別売）
約3ヶ月
（1日20分程度の使用）

テレアンプⅢ用ACアダプタ（B兼用）
品番 : UA-ADP

電源

¥4,400 (税込)

9VDC 1,000mA

テレアンプⅢ B
品番 : SI-UA50

¥22,000 (税込)

● 受話器とヘッドセットを接続できるビジネス専用モデル
● ビジネスフォンを含むほとんどの電話機に利用可能
● 業務用、社内の電話交換業務などにも最適

サイズ

116 x 76 x 44 mm

重量

130 g

電源

ACアダプタ、
または
9Vアルカリ電池
（別売）
約3ヶ月
（1日20分程度の使用）

※ ヘッドセットの取扱はございません

簡単に受話器に着脱可能な携帯式電話音量増幅器
マイアンプⅡ
品番 : SI-UA30

●
●
●
●

¥6,050 (税込)

最大30dBまでの受話音量増幅
（中程度難聴に最適）
ON/OFFスイッチ付き回転式ダイヤルで簡単音量増幅
Tコイル内蔵補聴器で使用可能
便利な携帯用ソフトケース付き

サイズ

65 x 65 x 28 mm

重量

45 g

電源

単4アルカリ電池 x 2
約40日間
（1日10分程度使用）

※ 親子電話機の子機・携帯電話機などでは無線電波の影響で
雑音が多く使用できない場合があります

補聴器をしたまま快適な通話! 受話器用イヤーパッド
ミミコンフォート (10個入)
品番 : JI-MMC

¥3,520 (税込)

● 皮膚に優しく心地良い天然素材のラテックススポンジ
● 受話器が補聴器に直接触れません
● 補聴器のハウリング防止に効果的

サイズ

φ40 x 10 mm

重量

2g

※ 天然素材のため色合いが異なることがあります
※ 本製品は消耗品ですので1年保証対象外です
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電話機関連

ヘッドセット接続可能なテレアンプⅢ

小規模な会議室やご家庭に簡単設置

室内設置用ヒアリングループ
室内にループケーブルを敷くだけで、
クリアな音声が届きます。
会議室、学習教室、
セミナー会などへの持ち運びにも便利です。

マイクの音声を
無線でキャッチ

ヒアリングループの内側のみ
クリアな音声が聞こえます

ヒアリングループ
テレコイル

■ ループヒア600フルセット
品番 : JI-SET0600

¥66,000 (税込)

広範囲をサポートする38m！学校のクラスもすっぽり入ります
2つの無線マイクが小規模会議やイベント会場で活躍
● 2本の無線マイクは同時に接続できるので、発言者が複数いても大丈夫
● 音量増幅アンプで音声を増幅可能
● 音響機器接続用ケーブルを利用して、
音楽や録音した音声、
またテレビやラジオ
の音声も視聴可能
● 固定電話の回線に繋げて電話着信も受信します

ループヒア600
品番 : GM-LH600

無線マイク／アンプが付属しないタイプ

¥30,800 (税込)

ヒアリン グ ル ープ 本 体
サイズ

150 x 150 x 48 mm

ケーブル長 ： 38m（約15畳分）

重量

75 g

電源

15VDC

付属

専用ピンマイク／オーディオケーブル／RCAコネクタ／電話線
マイク受信機／アンプ

無線マイク
電源

808.625Mhz、
809.125Mhz

電波到達距離

約20m

電源

DC12V(0.5A) ACアダプター

電池寿命

約30時間

寸法

134 x 43 x 132mm

サイズ

53 x 228 mm

重量

524g

重量

192 g

ヒアリングループの音声は
Tコイル内蔵の集音器／補聴器で受信
ヒアリングループの磁気で送られる音声は、Tコイルで受信
します。Tコイル内蔵の集音器／補聴器が必須です。
【ベルマンミノ】
（P20）
はTコイル内蔵のデジタル集音器。
ヒアリングループの音声はもちろん、通常の集音器としても
お使い頂けます。
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単3形アルカリ乾電池 または
単3形ニッケル水素電池 または
単3形リチウム電池 ｘ１

搬送波周波数

小範囲のみに音声が届く

対話用ヒアリングループ
東京都内区役所障害福祉課／各県市役所／高松市内循環バス一部路線など
少人数の集まりや各種窓口・カウンターなどで広く利用されています

※ ループヒア101実績

充電式で持ち運び可能なヒアリングループ
■ ループヒア102

¥49,500 (税込)

品番 : GM-LH102

マイク入力、
磁気の感度の調整ができるため、
より広範囲で音声の受信が可能。
● ポータブルタイプなのでいつでも好きな場所で、
明瞭な音声の聴き取りが可能
● ベルマンミノ
（P20）
やTコイル内蔵の補聴器を使用することで雑音のない明瞭
な音声を聴くことが可能
● 約8時間稼働
（フル充電時）
250 x 220 x 70 mm

重量

750 g

電源

ACアダプタ（15VDC、
1,000mA）

SET

ループヒア102／ベルマンミノ

■カウンタヒア102
Ｔコイル付補聴器

ベルマンミノ
（BE2030）

ヒアリングループ
テレコイル

サイズ

品番 : JI-SET0102

¥90,200 (税込) 【¥1,000お得】

シガーソケットで使えるヒアリングループ
ループヒア160

¥42,900 (税込)

シガーソケットで動作する車用ヒアリングループ
小スペースに設置可能な小型軽量モデル
ボードタイプはアンプに取り付けて自立が可能。
アンプと離せば非
常にコンパクトです。
シートタイプは主に座席に敷いて使用します。
サイズ

アンプ ： 140

70

ボードアンテナ ： 148

シートアンテナ ： 350
電源

35 mm
148

10 mm

335 mm

シガーソケット (12VDC、1A)

ループヒア160ボードタイプ

ループヒア160シートタイプ

省スペースに最適

座席に敷いて使用

品番 : GM-LH160W

※ シガーソケットはACアダプタに変更できます。
※ ピンマイクはスタンドマイクに変更できます。

品番 : GM-LH160C

ご注文時にご相談ください。

シガーソケット スタンドマイク
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補聴器・人工内耳の方専用
磁気誘導
コイル型

音楽

イヤホン
動画

テレビ

通話

ビデオ
通話

Tコイル内蔵の補聴器や人工内耳をお使いの方がテレビや音楽を
聴いたり、
スマホで通話ができる簡易型ヒアリングループです。
＜ 片耳用 ＞

＜ 両耳用 ＞

M-Link CL Mono

＜ 片耳用＋イヤホン ＞

M-Link CL Stereo

ヒアリングループ
テレコイル

- マイク付 -

Mリンク・プラス

- マイク付 -

品番 : CL-Hook7

品番 : CL-Hook9

品番 : CL-Hook3

品番 : CL-Hook8

品番 : TC2003

¥7,480 (税込)

¥8,580 (税込)

¥10,450 (税込)

¥11,550 (税込)

¥6,600 (税込)

マイク付

マイク無
サイズ

フック：83.5 mm

マイク付

マイク無
フック：83.5 mm

サイズ

重 量

10g

15g

重 量

10g

15g

コード

約1,000 mm

約1,200 mm

コード

約1,000 mm

約1,200 mm

※ マイク付きモデルはiPhone・Android両対応のアダプタ付属

サイズ

フック：58 mm
イヤホン：φ12 x 18 mm

重量

10 g

コード

約1,200 mm

※ マイク付きモデルはiPhone・Android両対応のアダプタ付属

Mリンク延長コード
品番 : JI-KM-A3-50

¥2,200 (税込)

サイズ

プラグ部：3.5 mm

重量

110 g

コード

5,000 mm

対応：M-Link CL Mono
（マイク無し）
／M-Link CLStereo
（マイク無し）
／Mリンク・プラス

首にかける高性能ネックループ
ミュージックプレイヤーや集音器の音声がよく聴こえます
ベルマンネックループ
品番 : BE9159

¥9,900 (税込)

● Tコイル内蔵補聴器をしたまま音楽やテレビが聞ける
● 断線防止のため、
強い力がかかると線が抜ける安心設計
● 集音器と接続し、
Tコイル内蔵補聴器で聴くと音声がよく聴こえます
サイズ
重量

ケーブル：900 mm
ループ径：220 mm
（ストレート長：700mm）
60 g

※ 断線防止機能付きですが、強く引っ張ると切れる場合がございます。
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ページ内全商品給付対象

情報受信装置

会議用拡聴器

通信装置

携帯用会話補助装置

会話や講演、
テレビの音声や音楽を集音＆音量増幅

ベルマンのデジタル集音器

指向性／無指向性（全指向性）
の切り替え可能
小型で軽量なTコイル内蔵集音器
■ ベルマン ミノ
品番 : BE2030

¥41,800 (税込)

● 集音マイクは指向性 / 無指向性
（全指向性）
を選択でき
てより効率的で明瞭な集音が可能
● 内蔵のTコイルにより磁気ループのある施設で磁気誘導
による集音が可能
● 音量は10dB刻みで最大45dBまで増幅
（9段階調整）
● 音程(40〜10KHz)は5段階まで調整可能

サイズ
重量
電源
付属品

99 x 48 x 22 mm
75 g
リチウムイオン充電池
約2.5時間の充電で約18時間
（使用頻度による）
イヤホン
（BE9124）
イヤホンマイクロセット

音声文字化
SET

入力コントローラ付き音声認識ケーブル付き

■ベルマン ミノ＋
品番 : BE2030＋

¥46,750 (税込) 【¥500お得】

■ ベルマン マキシプロ
品番 : BE2021-C

¥37,400 (税込)

● 音量は10dB刻みで最大45dBまで増幅
（9段階調整）
● 音程(40〜10KHz)は5段階まで調整可能
● スマホとBluetoothで接続し、
音楽や通話音声を増幅
します

サイズ

ヒアリングループ
テレコイル

スピーチがはっきり聞こえる無指向性（全指向性）
マイク内蔵
テレビ、
スマホ、会話の音声を聞き取るデジタル集音器
140 x 45 x 27 mm

重量

127 g

電源

内蔵リチウムイオン充電池

付属品

マイク付きイヤホン
（BE9229）

※ テレビから音をストリーミングするには、
マキシプロTVストリーマが必要です
音声文字化
SET

入力コントローラ付き音声認識ケーブル付き

■ベルマン マキシプロ＋
品番 : BE2021-C＋

¥42,350 (税込) 【¥500お得】

マキシプロでテレビの音声をストリーミング
■ ベルマン マキシプロTVストリーマセット

¥52,800 (税込)

品番 : BE8054-C

テレビのRCA出力または光出力から音声を取り込み
Bluetoothでベルマンマキシプロに送信します
※ マキシプロTVストリーマは単品販売しておりません。

サイズ

88 x 48 x 24 mm

重量

70 g

電源

ACアダプタ

付属品

ヘッドホン
（BE9233）

ご希望の場合、
お問い合わせ下さい。
音声文字化

SET

入力コントローラ付き音声認識ケーブル付き

■ベルマン マキシプロTVストリーマ＋
品番 : BE8054-C+

¥57,750 (税込) 【¥500お得】
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ページ内全商品給付対象

会議用拡聴器

情報受信装置

通信装置

携帯用会話補助装置

オプション類

ベルマン マキシ／ミノ

外部接続マイク
品番 : BE9127

ケーブルキット

¥3,300 (税込)

品番 : BE9126

音響機器と接続するケーブル
キット

会議や講演、TVのスピーカ音を
集音する高性能マイク

ヒアリングループ
テレコイル

ヘッドホン
品番 : BE9122

ケーブル: 5,000 mm

サイズ

ケーブル: 5,000 mm

サイズ

重量

23 g

重量

140 g

その他

無指向性マイク

その他

2.5mm ステレオプラグ
3.5mm ステレオプラグ
RCAアダプタ

イヤホン

¥3,300 (税込)

品番 : BE9124

取扱の簡単な高性能ヘッドホン

¥3,300 (税込)

耳にぴったりフィットするイヤホン

ステトクリップ
品番 : BE9125

¥11,000 (税込)

120dBまで再生する高性能聴診
器型イヤホン

サイズ

ケーブル: 1,200 mm

サイズ

ケーブル: 1,200 mm

サイズ

ケーブル: 1,200 mm

重量

52 g

重量

14 g

重量

36 g

マキシプロ用
マイク付ヘッドホン
品番 : BE9233

¥3,300 (税込)

マキシプロ専用の取扱の簡単な
高性能マイク付ヘッドホン
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¥7,150 (税込)

マキシプロ用
マイク付イヤホン
品番 : BE9229

¥3,300 (税込)

マキシプロ専用の耳にぴったり
フィットするマイク付きイヤホン

サイズ

ケーブル: 1,200 mm

サイズ

ケーブル: 1,200 mm

重量

52 g

重量

14 g

乾燥剤不要の補聴器乾燥器
リニュー・ドライヤ

¥13,200 (税込)

品番 : SI-DB100

● 自然対流の熱(約45℃ )で効果的に乾燥
● 乾燥剤や薬品を使わないので経済的
● 2個の紫外線LEDにより補聴器内部まで消毒・滅菌
● 使用中の電池残量を簡単に計測可能
● タイマーは季節や湿度に合わせ2、
4、
8時間から選択可能
● 紫外線は1時間で自動消灯
● 中敷き部分は取り外して洗浄が可能
※ 補聴器の変色を避けるため、紫外線LEDの使用は1日2時間以内推奨
サイズ

148 x 89 x 51 mm

重量

430 g

電源

温められた空気が
補聴器の湿気を
蒸発させます
お部屋の空気が
リニュードライヤの
吸気口から入ります

ACアダプタ
（12VDC、
1,000mA）

乾燥室と外部の温度差が
対流を作り出し、外部へ
湿気を追い出します

取り外して
洗浄可能

とても
静か

テレビの音声を鮮明に耳元までお届けする
ワイヤレス補聴スピーカシステム
サウンドアシスト ブラック/ホワイト
品番 : AT-SP767XTV BK/WH

発信器

専用ヘッドホン
（付属)

● ヘッドホン端子に付属のヘッドホンやMリンクを装着可能
● はっきり音がヘッドホンでも楽しめる軽量ヘッドホン付属
● 専用の光デジタルケーブルですぐに使えるかんたん接続
● とぎれにくいワイヤレスは最大約30m
● キッチンでも安心の防滴仕様
（ IPX2 相当)
● 大きな操作ボタンで簡単操作
● 約2〜3時間の充電で約16時間の連続使用
● 電源切り忘れ防止
ヘッドホン

スピーカ
サイズ

128 x 196 x 84 mm

サイズ

重量

約630 g

重量

約６０ g

電源

NiMH 充電池

備考

備考

スピーカ：φ52mm x 2
連続使用：約16時間

出力音圧レベル：
93dB / mW
再生周波数帯域：
20〜20,000Hz

サイズ

36 x 180 x 77 mm

重量

約130 g

電源

ACアダプタ
（6VDC）

備考

周波数帯：2.4GHz
到達距離：直線見通約30m
入力端子：φ3.5mm
ステレオミニジャック
：角形光デジタル端子

送信機

補聴器周辺

スピーカ
（受信器）

¥28,600 (税込)

170 x 130 x 55 mm

付属品
送信機用ACアダプター

角形光デジタルケーブル
(1.5m/角形光プラグ）

オーディオケーブル

(1.5m/φ3.5mmステレオミニプラグ)

※「はっきり音」
はSRS Labs.Inc, が開発したSRS Dialog Clarity技術を採用
※ 付属するヘッドホンはシルバーになります
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検温終了を振動でお知らせ
ずれにくいアタッチメントがついた振動式体温計
シチズン振動体温計

¥5,500 (税込)

品番 : CTEB720VA

検温終了を音と振動でお知らせする
フィット感抜群の振動体温計
●
●
●
●
●

専用アタッチメント
「ぴたッチメント」付
約30秒予測検温
大きく見やすい液晶とバックライト
防水はIPX7、
JIS T 1140:2014による
収納ケース付属

給付対象商品

屋内信号装置

31.5 x 126.5 x 15 mm
（アタッチメント装着時
35 x 128 x 18 mm）

サイズ

重量

25.5 g
35 g (アタッチメント装着時）

電源

CR２０２５

携帯用信号装置

強力な振動・光・音でお知らせする呼び出し装置
30メートルほどの範囲で通信が可能

双方向通信

双方向＆同時呼出し

フィードバック機能

簡単グループ通信

お互いが呼び出し合える双
方向通信。何台あってもボタ
ン1つで同時呼び出し！

呼び出した相手に電波が届
いたことが分かるフィードバ
ック機能付き

無線が届くグループに機器
を追加する場合、
ボタンを長
押しするだけの簡単操作

ツーウェイウィンブル（2個セット）
品番 : SI-2way winbrr

複数台同時呼出し

¥16,500 (税込)

充電器（追加用）

¥3,300 (税込)

品番 : SI-2w̲adapter

強力な振動で呼び出します
光と音はON／OFFの切り替え可能！
送信機能と受信機能が備わった双方向呼び出し器
が２個セットです。付属する充電器は１台です。
サイズ

30 x 54 x 88 mm

重量

56 g

電源

3.7V 300mA
LI-ion 充電池

その他

枕の下に置く、
深い眠りを誘う薄型ステレオスピーカ
スリープサウンド
品番 : SI-PS200

¥22,000 (税込)

● 心地良い眠りのための薄型で理想的な設計
● 枕下からでもよく聞こえるステレオ音
● 28種類のホワイトノイズやナチュラルサウンドで安眠
● スマホ、音楽プレイヤ、
テレビなどと接続して音声再生
● 30分までの音声をスリープサウンドに保存も可能
● 徐々に音量が小さくなるタイマ機能
※ 耳鳴りを治療する装置ではありません
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サイズ

387 x 190 x 25 mm

重量

200 g

電源

ACアダプタ

リアルタイムで変換 ! 音声認識で会話を記録

音声認識アプリ「 声文字 」  iOS

 Android

（こえもじ）

今日は晴天になりましたので、
昨日の作業分を取り戻せるよ頑
張りましょう。

01

リアルタイム音声認識
音声をリアルタイムで文字に変換します。
認識する言語は複数の言語から選択できます。

02

昨日は寒波の影響により、大幅
な遅延が発生しました。

リアルタイム翻訳機能
音声認識した言語を翻訳します。
翻訳する言語は複数の言語から選択できます。

03

文字化した会話の記録
文字化した会話は端末に記録（保存）、編集・
削除ができます。メールやLINEなどに送信も可
能です。

みなさまおはようございます。

ビジネスプランは複数の端末で
ライブ配信と共有ができます。

Biz



音声認識のライブ配信・共有

ビジネスプラン

5端末 / 年
10端末 / 年

¥159,500 (税込)
¥297,000 (税込)

● 複数の端末を利用する
● 複数端末でライブ配信や共有の機能を利用する。
● 履歴をPCで閲覧したり、CSVで加工して使いたい。

その他

単一の音声認識を複数ユーザにライブ配信でき
るほか、複数端末でそれぞれの音声認識を共有
できます。
PCでの閲覧・修正・保存ができます。CSV形
式でのエクスポートも可能です。

パーソナルプラン

1端末 / 年

¥33,000 (税込)

● 個人で使用する場合
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意思が通じない煩わしさ解消

入力した文字を
読み上げます。
携帯会話補助装置
指先で会話ができる

かんたんトーク２
給付対象商品
携帯用会話補助装置
（音声・言語機能障害・ろうあ者）

その他

4つの入力方法＆10定型文

持ち運びかんたん

困った時の緊急警報ボタン

● 50音ひらがなタッチ入力
● スマホ式（フリック）入力
● 手書き入力 ● キーボード入力
よく使う言葉（定型文）を10個まで
登録。ワンタッチで読み上げます。

本体は約B5サイズで、軽量・コンパ
クト充電式です。
オフラインで使用できるので、どこ
でも手軽に持ち運んで使うことがで
きます。

緊急ボタンを押すと、緊急画面を表
示。点滅しながら大音量の警報音で
周りに知らせる「緊急警報」がある
から安心です。

品番 : J-K-talk2

¥98,800（非課税）

● 読み上げる音声は男性・女性が選択可能
● 文字の大きさや音量も簡単調整
● タッチペン付属
※ インターネット不要
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ディスプレイ

10.1インチ

キーボードサイズ

260

本体サイズ

約 241 x 149 x 8mm

キーボード重量

約583g

395

10mm

本体質量

約 420g

キーボード電源

充電式リチウム電池

本体電源

リチウムイオンバッテリー
（5000mAh）

キーボード接続方式

Bluetooth

使用時間

約10時間

充電時間

約4.5時間 (ACアダプター使用時)

※ 仕様は予告なく変更されることがございます。

商品の1週間無料貸し出し

RENT
購入前に実際に使ってみて下さい
聴こえをより良くする製品の効果は、実際に製品を試してみないと分からないものです。
音を光や振動に変える商品も、
実際に生活の中で役に立つのかは使ってみないと分かりません。
自立コムでは一部を除きほぼ全ての製品を1週間無料で貸し出すことができます。
ご購入前にぜひ実際にお試しになってご検討にお役立て下さい。

- 貸し出し方法 15時までにご連絡頂ければ、
即日発送いたします
（貸出機の在庫がある場合）
。

カタログで借りる

インターネットで借りる

商品名と品番、
個数など選び、下記までご連絡下さい。

弊社ホームページで貸し出しを行っています。
買い物カゴに入れるように商品を簡単にレンタルできます。
24時間いつでもOK！ぜひご活用下さい。

: 03-3476-2160
Tel
Fax : 03-3476-2425
E-mail : info-jiritsu@jiritsu.com
お電話の方はカタログ裏面の営業時間をご確認下さい。

自立コム

検索

https://www.jiritsu.com

※ 製品の貸し出しは日本国内に限ります。
※ 貸出機の在庫が切れている場合は、
お時間がかかる場合がございます。
※ 貸出機の送料は実費でお客様負担となります。配送は着払い、返却はお客様の元払いです。
※ 貸し出しする製品数やサイズ、
また配送地域によって送料が異なりますのでご注意下さい。
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株式会社自立コムホームページ

販売店

株式会社自立コム

ホームページのお問い合わせフォーム、メールや FAX でのお問い合わせ
には翌営業日までに返信いたします。
営業時間：平日 09:00〜17:00
土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は休業
( お盆・年末年始の休業日はホームページなどで告知します）

自立コム

交番

渋谷区円山町２８４
大場ビル A 館５階
1F : モスバーガー

ミ

ァ

フ

ト

ー

マ

ー

リ

坂

玄

道

渋谷マークシティ

渋谷駅

〒150-0044
東京都渋谷区円山町 28 番 4 号 大場ビル 5 階
TEL : 03-3476-2160 FAX : 03-3476-2425
mail : info-jiritsu@jiritsu.com
ホームページ : www.jiritsu.com

国道２４６

220517

