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 なごみケーションにゃんこ 

7,650円 62150 

大きさ：（縦）215×（横）170×（奥行）260mm  重さ：約330g 
メーカー：イワヤ株式会社  取扱説明書：音声 

話しかけたり、なでたりすると頭としっぽを動かしておしゃべりする猫
のぬいぐるみ。おしゃべりモードと猫モードの切り替えができ、音量も
調節できるのでシーンに合わせて楽しめる。 

クリアリーダープラス 

89250 198,000円 

大きさ： 
アームを閉じたとき：（幅）240×（奥行）100×（高さ）220mm 
アームを開いたとき：（幅）240×（奥行）270×（高さ）250mm     
重さ：2.5kg  メーカー：Optelec（オランダ） 
輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション  保証：2年 

電源を入れてスキャンボタンを押すだけで、活字を撮影し、音声
で読み上げる視覚障害者用読書器。約2.5kgと軽量で、折り畳

み可能な取っ手付きなので、簡単に持ち運んで使用できる。
バッテリー駆動なので、電源の無い場所でも使用できる。 
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 SDメモリーカード16GB （東芝製） 

55319 1,870円 
PTN3やPTP1、リンクポケットなどのプレクストークシリーズ 
に最適な、メーカー推奨品のSDメモリーカード。 

 ICレコーダー RR-SR350 

13,500円 50663 

大きさ：（幅）109×（厚さ）17×（高さ）69mm  重さ：108g   

メーカー：パナソニック株式会社  取扱説明書：音声 

非常に軽い、小型のテープレコーダーと似たような操作が出来るよう
にデザインされたICレコーダー。操作には音声ガイドがつくので、非

常に使いやすくなってる。講演会やメモ代わりの録音など、様々な場
面で使える。 

先月までの案内商品 

 おでかけマスコット 

1,400円 39405 

大きさ：（幅）65×（長さ）120×（高さ）60mm  重さ：約25g 
メーカー：株式会社マキテック 

杖がテーブルから倒れないように支えておくための、かわいいスヌーピーの
マスコット。カバンや車いす、シルバーカーなどにつけて目印としても使える。 

 こどもトランプ1to10 

2,910円 61300 

全体  大きさ：（縦）125×（横）253×（厚さ）20mm   重さ：約245g 
カード1枚  大きさ：（縦）80×（横）55×（厚さ）1.5mm  重さ：約4g 
対象年齢：5歳以上   メーカー：合同会社バンビーノ 

1から10までの数字とくり抜かれた4種類のマークだけの裏表

のないデザインで、初めての数字遊びにぴったりの、計算力、
協調性、感受性、観察力を育てる知育トランプ。 
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   GRUSボイスソーラー電波腕時計 

70341 70342 15,000円 

大きさ：（幅）44×（奥行）46.3×（厚さ）15.5mm 重さ：143g 
メーカー：株式会社インテック  保証：1年 
取扱説明書：音声 

電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログ音声
時計。おしゃれなデザインで、ファッションの一部として楽
しめる。ソーラーパワーとリチウム電池のデュアルパ
ワー切り替え機能が付いている。 

   GRUSボイス電波腕時計 

70331 70332 70333 70334 70335 

13,300円 

大きさ：（幅）38.2×（奥行）35.5×（厚さ）16mm  重さ： メタルベルト 71g  革ベルト 49g 
メーカー：株式会社インテック  保証：1年  取扱説明書：音声 

電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログ音声時計。おしゃれなデザインで、ファッ
ションの一部として楽しめる。革ベルトと着脱の簡単な伸縮メタルベルト（通常時17.5cm）の2タ
イプ。 ※視覚障害者限定の特別価格 

  レンジグリル ZITANG（ジタング） RG-HS1 

71441 75,000円 

色：レッド、ホワイト  大きさ  外形：（幅）518×（奥行）412×（高さ）266mm 
庫内：（幅）290×（奥行）308×（高さ）147mm  重さ：16kg  電源：交流100V、50Hz-60Hz共用 
付属品：らく楽クイックガイド、メニューブック、角皿、角網、アース線 
メーカー：三菱電機株式会社、三菱電機ホーム機器株式会社  保証：1年  取扱説明書：音声 

三菱が提唱する「らく楽アシスト」の音声ナビが付いたレンジグリ
ル。操作パネルはボタンの数を少なくしたシンプル構造で、必要
なボタンを光で案内。レンジとグリルの合わせ技でおいしく時短
調理ができる。付属のメニューブックのわくわく用具ショップオリ
ジナル音声CD（デイジー）付き 
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 ユニバーサル財布 

5,800円 

73121 ブラック 

大きさ：（縦）105×（横）90×（厚さ）20mm 重さ：約87g メーカー：株式会社駒屋 

お札や小銭が合わせて6種収納できる財布。ファスナーをあけて本体を開くと扇型にひらく。 
お札なら、半分に折って収納することも可能。マチも大きいので、たっぷり収納できる。  

73122 ブラウン 

73124 ピンク 
※ブルーは販売終了 

 立つタテ型ピーラー 

700円 71619 

大きさ：（幅）25×（奥行）26×（長さ）154mm  重さ：約45g 
メーカー：株式会社マーナ 

長い食材も丸い食材も、包丁感覚でスイスイむける、使いやすいタ
テ型のピーラー。立てて置ける、芽取やこそぎ刃があるなど細やか
な工夫がされた商品。 

 たまごのなめらかスティック 

380円 71618 

大きさ：（幅）20×（厚さ）9×（長さ）240mm 重さ：約9g 
メーカー：株式会社サンクラフト 

手早く卵の白身と黄身を混ぜるグッズで、簡単になめらかに混ざ
る！ヘラの部分では殻を取り除ける。 

 マスキングテープ 2個セット 

660円 79000 

大きさ：（幅）15mm×（長さ）10m  重さ：約30g（包装含む）   
販売元：≪視覚障がいのある子どもと保護者の会≫つばさの会 

墨点字とひらがな併記のメッセージと点字ブロックがそれぞれプリン
トされたマスキングテープの2個セット。貼ってはがせるため様々な用
途で使える。ちょっとしたプレゼントに最適。 
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   LEDライト レッドレンザーT7M 

83940 9,160円 

大きさ：（直径）37×（長さ）131mm  重さ：180g 
最大光束：約400ルーメン 
メーカー：レッドレンザージャパン株式会社  保証：5年 

単4電池4本を使用する多機能モデルのLEDライト。明るさ

や照射角度の調節が可能で、足元が暗くて見えづらい時
の確認などに適している。 

   ポスト・イット インデックス 

79017 330円 

大きさ：（幅）50×（奥行）43.6×（高さ）30mm  重さ：12.5g 
メーカー：スリーエム ジャパン株式会社 

点字が書けて、しっかり貼れてはがせるポスト・イット。フィ
ルム素材で出来ているので破れにくく丈夫。 

 スタンドポケット 

2,200円 79226 

大きさ：（幅）250×（奥行）65×（高さ）340mm  重さ：360g   
メーカー：株式会社LIHIT LAB. 

大小10個のポケットが付いた縦長でA4サイズのバッグインバッグ。

普段使っているカバンの中に入れ、持ち物を整頓して収納できる。底
板を使用すると自立し場所を取らない。また、手提げバッグの形なの
で、ちょっとしたお出かけ時などにも使える。 
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   拡大読書器メゾ・フォーカス 

89247 198,000円 

大きさ：本体（幅）440×（奥行）520×（高さ）355〜520mm 
     画面 19型ワイド （幅）408×（高さ）230mm 
重さ：9.2kg  拡大倍率：2.8倍～30倍 
メーカー：Reinecker Vision GmBH（ドイツ） 
輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション  保証：2年 

折りたたんで収納可能な19インチ液晶モニターの拡大読書器。

テーブルは縦横スムーズにスライド可能で、ライン・マスク機能
も搭載。筆記時のペン先の影も出にくい設計。  

   拡大読書器ヴィゾ・ルクス・デジタルHD 

89602 194,400円 

大きさ：(幅)201×(奥行)138×(高さ)29mm  重さ：460g     
明るさ調節：3段階 
拡大倍率：2倍～22倍     メーカー： エッシェンバッハ  保証：5年 

使いやすさにこだわった7インチの拡大読書器。アンダーライン

やマスクの表示など便利な機能を搭載。大きなボタンの簡単操
作でSDカードへの保存や、HDMIケーブルでTVに接続も可能。 

   携帯型拡大読書器クローバー10 

89245 198,000円 

大きさ：（幅）251 ×（高さ）203 ×（厚さ）22mm （折りたたみ状態）  重さ：680g   
拡大率：2.7倍～約17倍      開発・製造元：VisuaLinkTechnology（中国）  
輸入・販売元：株式会社タイムズコーポレーション     保証：2年（ユーザー登録が必要） 
あんしんアフターサービスセットあり 

ライン機能とマスキング機能がある薄くて軽量な10インチワイド

モニターの拡大読書器。読書モードと望遠、ミラーモードがあり、
近くも遠くも自分の顔もみることが可能。カメラで写した映像を保
存し、拡大してみることも可能。 
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 ブライトーカー アドバンス   （販売再開） 

12721 53,785円 

大きさ：（幅）158×（奥行）100×（高さ）22mm  重さ：300g  取扱説明書：音声 

6点点字入力による小型端末。メモ帳、カレンダー、時計機能を
搭載。点字ディスプレイは無く、入力した内容は音声で案内。 

その他商品 

 ぐるりんまるちゃん ユニバーサルデザイン絵本21 

90126 1,080円 

作：嘉村靖子 絵：嘉村靖子 監修：大内進 
出版社：NPO法人ユニバーサルデザイン絵本センター 
サイズ：A5変型判 ページ数：12ページ 発行日：2017年5月5日 

本を上下にひっくり返しながら読み進めていく、新感覚のバリア
フリー絵本。 

 拡大読書器クローバー4 

39,800円 89248 

大きさ：（縦）80×（横）152×（厚さ）25mm  重さ：180g 
拡大倍率：3.5倍～16倍（対象物に乗せた場合）  
開発・製造元：VisuaLinkTechnology（中国）  
輸入・販売元：株式会社タイムズコーポレーション 
保証：2年（ユーザー登録が必要） 

明るく見やすい高画質4.3インチワイド画面の拡大読書器。約180gと

軽量で手に持った状態でも対象物に乗せた状態でも使用できる。背
面にあるスタンドを使って本体を立てて文字を書くこともできる。 



販売終了 

商品名 ページ 

 ICレコーダ- RR-SR30（パナソニック製） 12 

 ソニーヘッドホン MDR-AS200 14 

 SDメモリーカード4GB(プレクストーク対応タイプ)  15 
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商品名 変更内容   ページ 

ブリスタ点字速記用タイプ
(ドイツ製)  

価格：140,000円 → 159,200円 8 

てれジオV(ﾌﾞｲ)  
商品名・機能：てれジオV（ワイドFM未対応）  
         →てれジオW（ワイドFM対応）  

12 

SDメモリーカード8GB 
メーカー：トランセンド → サンディスク 
価格：1,850円 → 1,370円 

15 

USBメモリ4GBメモリ 
(トランセンド製)  

価格：840円 → 1,000円 15 

体操ブーブー 価格：1,390円 → 1,600円 28 

触読式振動時計メテオ 価格：14,040円 → 10,800円 29 

IHｼﾞｬｰ炊飯器NJ-VW107 
5.5合炊き  

価格：79,860円 → 73,280円 33 

小学生から学べる!点字入
門セット 

価格：2,150円 → 1,980円 
構成品：テキスト2種類 → テキスト1種類 

59 

商品情報変更 
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商品名 ページ 

 デジタル録音機DR-1 15 

 スナップボタン式白杖布袋 黒 20 

 いろキャッチペン たべものいっぱい編 28 

 米とぎしゃもじ 36 

 牛床革ｺｲﾝが分けられる多機能財布  39 

 エチケットブラシ 43 

 酒屋のハンドクリーム （ケース30g） 43 

 いろポチ さわって色がわかるタグ 15色セット 44 

 避難所用点字ブロック中高体育館設置用  45 

 避難所用点字ブロック中高体育館設置用  45 

 点字ブロック 点状ブロック 45 

 避難所用点字ブロック階段用点状ブロック  

 非常用ごはんアルファ米 (4食ｾｯﾄ)  45 

 携帯型拡大読書器コンパクトミニ 57 

 携帯型拡大読書器コンパクト5HD 57 

 携帯型拡大読書器コンパクト7HD 58 

 新装版 点字･点訳基本入門 60 


