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目録のご利用にあたって 
 

１． この目録中の価格は、令和３年４月現在のものです。 
 

２． 在庫がなくお渡しするまでにお時間をいただくことも
ありますが、ご了承下さい。 

 
３． 送料は実費をいただきます。 

 
４． ご来館いただけない場合のお支払いにつきましては

「現金書留」「郵便振替」「代金引換」のいずれかでお
願いいたします。 

※「代金引換」の場合は、配達時にお支払い下さい。そ
の際、送料に合わせて振込手数料・代金引換手数料が加

算されますのでご了承下さい。 
 

※「郵便振替」の場合は、振込手数料をご負担願います。



 

 

１  白杖及び付属品 
直杖  （お好みの長さに調整します） 

 品 名 規格 価格（円） 

１． アドバンテージ （ブラッ

クカーボン・アメリカ製） 

８５～１４２ｃｍ ５，５９０ 

 〃  

ローラーチップ
付 

６，９８０ 

 

 〃 
パームチップ付 

７，９８０ 
 

２． セガワケーン（カーボン
製） 

８５～１４０cm ６，１５０ 

 〃  
ローラーチップ

付 

８，３５０ 
 

 〃 
パームチップ付 

 

９，３５０ 
 

３． リジットケーン  Ｓサイ

ズ 

～１００cm ５，１００ 

    〃  

ローラーチップ
付 

６，５００ 

    〃  

パームチップ付 

８，９００ 



 

 

リジットケーン  Ｍサイ

ズ 

１０１～１４０ｃ

ｍ 

５，２００ 

〃 
ローラーチップ

付 

６，６００ 

〃 

パームチップ付  

９，０００ 

リジットケーン   Ｌサイ

ズ 
 

 

  

１４１～１６０ｃ

ｍ 

５，３００ 

〃 

ローラーチップ
付 

６，７００ 

〃 

パームチップ付 

９，１００ 

４． マイケーンフィットグリップ

ストレート マイチップホワ
イト（アラミド繊維） 

   
  

       
 

８５～ 

１４０ｃｍ 

７，５８０ 

〃  

ローラーチップ

付 

９，１５０ 

〃 

パームチップ付 

９，８７０ 
 

５． グラスファイバー製直杖（情文センター製） 
 

６，１５０ 

 
 



 

 

折りたたみ式 

６． 
 

ポケッタブルケーン 
（軽金属・アメリカ

製） 
（在庫限り） 

４段 1０２～１３２ｃｍ 
５ｃｍ間隔 

５，６６０ 

 〃 ローラーチップ付 ６，５００ 

 〃 パームチップ付 ８，８００ 

７. ポケッタブルケーン

２  〈日本製〉 
（アルミニューム合

金・軽金属） 

４段 ８７～１４２㎝ 

５cm間隔 

６，８００ 

 〃 ローラーチップ付 ７，９００ 

 

 〃 パームチップ付 １０，１００ 

８． アドバンテージ 

（ブラックカーボン ・ 

アメリカ製） 

４段 １０１・１０６・１１１

ｃｍ 

７，５６０ 

５段 １１６～１５７ｃｍ 

５ｃｍ間隔 

７，５６０ 

〃 ローラーチップ付 ９，１２０ 

〃 パームチップ付 ９，９００ 



 

 

９. セガワケーン 

（カーボン製） 

５段 ９０～１４０ｃｍ 

５ｃｍ間隔 

６，７５０ 

〃  

 ローラーチップ付 

８，８３０ 

   〃 

パームチップ付 

９，８３０ 

10. マイケーンフィットグリ
ップストレートマイチッ

プホワイト（アラミド繊
維） 

 
  

 
 

５段 ８５～１４０ｃｍ 
５ｃｍ間隔 

７，０００ 

     〃 

ローラーチップ付 

８，８００ 

 

    〃 
パームチップ付 

９，５００ 

 
シンボルケーン ／ 室内用 

11. ＩＤケーン 

（ブラックカーボン製） 

７段 ８６～１３２ｃｍ 

５ｃｍ間隔 

５，０３０ 

12. パートナー 
（ジュラルミン製） 

６段 ９０～１３０ｃｍ  
５ｃｍ間隔 

６，１８０ 
 

13. セガワスリムケーン 

（カーボン製） 

６段 ８５～９５ｃｍ 

７段 100～１３０ｃｍ 
５ｃｍ間隔 

６，１８０ 

  〃 
パームチップ付 

９，６１０ 



 

 

 

身体支持併用式 ( 支え杖 ) 

14. フリーロックケーン（直杖・軽金属） ９，０００  

15. サポートケーン（直杖・軽金属） ５，５００ 

 

白杖石突き 

16. アドバンテージ用石突き 
 １，１００ 

17. ポケッタブルケーン用石突き ４００ 

18. グラスファイバー製直杖 

（情文センター製直杖）用石突き 

５２０ 

19. パームチップ石突き 
（アドバンテージ・ポケッタブルケーン用） 

３，７００ 

20. マシュマロチップ 

ローラー付き石突き（   〃   ） 

１，５２０ 

21. ニューマシュマロチップ 

ティアドロップタイプ石突き（   〃   ） 

９７０ 

22. ＩＤケーン用石突き ７５０ 

23. マイケーン用石突き マイチップホワイト １，５００ 

24. シンボルケーン パートナー用石突き ４００ 



 

 

25. セガワケーン用石突き ４８０ 

26. セガワスリムケーン用石突き ４８０ 

27. セガワケーン用石突き ローラーチップ ９１０ 

 

白杖関連 

27. 夜光テープ （幅２×長さ１００ｃｍ） ４３０ 

28. 安全ストラップ（フリーロックケーン用） ７２０ 

＊杖の修理（シャフト・ゴム・石突き交換等）は 
お気軽にご相談ください。 



 

 

２  録音機器等 
レコーダー 

１． メモリーカードレコーダー ICD-LX３１ ソニー １２，７００ 

小型のテープレコーダーサイズのＳＤカードの録音機です。

再生・停止・録音などのよく使うボタンが手前に一列に配置さ

れています。テープレコーダー感覚で講演会、趣味、ご自身

のメモなど様々な場面で気軽にご利用になれます。 

８ＧＢ（約８９時間録音可能）のＳＤカード、アルカリ単４電

池付属。 

サイズ：幅１１．６×高さ２．８×奥行き７．８ｃｍ 

重さ：１４５ｇ 

色：ホワイト 

電源：単４電池２本（アルカリまたはニッケル水素充電池） 

または別売のＡＣアダプター（価格３，３００円） 

 

テープ・電池など 

２． 
 

カセットテープ ９０分  １８０ 

６０分 １５０ 

＊仕入れの関係でメーカーが変わることがあります。 

３． 

 

エネループ充電器（急速） 

＋単３電池 
（４本セット） 

パナソニック ５，０００ 

〃  専用電池 単３ 

（４本セット） 

２，１００ 

〃         単４ 

（４本セット） 

２，１００ 



 

 

約２,１００回繰り返し使えます。自然放電を抑える

ので、充電しておいた電池は５年後でもすぐ使えます
（５年後のエネルギー残存７０％）。全て使い切るの

を待たなくてもつぎ足し充電ＯＫです。通常、電池は
寒いところでは性能が低下しますがエネループならし

っかり使えます。 

４． 

 

エボルタ電池 単３ パナソニック １１０ 

単４ １１０ 

５． ボタン電池  ＬＲ４４ ２個組 ２３０ 

ＣＲ２０３２ ２４０ 

ＣＲ２４５０ ３００ 

 

録音メディア等 

６． ＣＦカード ４ＧB ４，６００ 

８ＧB ６，７００ 

７ ＳＤカード ８ＧB １，６００ 

１６ＧB ２，０００ 

３２ＧB ２，４００ 

８． ＣＤ－Ｒ 
（データ書込み用７００ＭB） 

日立マク
セル 

 

１枚 ７７ 

ＣＤ－Ｒ 
（ケースなし、スピンドル型） 

５０枚 ２，２００ 

ＣＤ－ＲＷ 三菱 １０枚 １，２００ 

９． ＣＤケース（５ｍｍケース） 1枚 ３３ 

１０枚 ３３０ 

＊ＣＦカードやＳＤカードは価格が変動する場合があります。
ご了承願います。   



 

 

デジタル録音図書（デイジー図書）読書機 

10． プレクストークポータブル ＰＴＲ３  
(録音再生機) 

８５，０００ 

パソコンを使わずにサピエのデイジー図書、シネマデイジ

ー、雑誌などが聞けるデイジーオンラインサービスに対応し
た録音再生機です。内蔵メモリ・SD カード・USB メモリに録

音することができます。内臓マイクや外部マイクを使用して
自分の声などを録音することもでき、録音コードをつないで

ラジオの音声などを録音することもできます。初心者も安心
なすっきりカバー付きです。 

サイズ：幅２００×横２４５×高さ４８ｍｍ 重さ：約１．３kｇ 

11． プレクストークポケット ＰＴＰ１  

（録音再生機） 

４１，０４０ 

手のひらサイズのＳＤカード対応小型軽量機。PTR２や
PTR３、パソコンから PTP１に挿入したＳＤカードにダウンロ

ードし、デイジー図書や音楽を通勤や散歩時などに聴くこと
ができるポケットサイズのプレクストークです。外での録音は

もちろん、デイジー図書を欠かすことができない方には非常
に便利な１台です。 

サイズ：高さ１１２×横５５×幅１６ｍｍ    
重さ：１１０ｇ  色：黒 

12． プレクストークポータブル ＰＴＮ３  
（再生専用機） 

４８，０００ 

    ＣＤからＳＤカードやＵＳＢ機器へのバックアップ機能が付

いているデイジー図書の再生専用機です。音声ガイドで簡
単に操作可能です。すっきりカバー付きで再生に必要なキ

ーだけ使えます。 
   サイズ：幅２００×横２４５×高さ４８ｍｍ 重さ：１．３ｋｇ 



 

 

３  時計・タイマー 

触読式時計  

１． 腕時計 セイコー １２，０００ 

３・６・９・１２時の部分が線状に浮き上がっており、それ以
外の部分には点が１個ついています。 

男性用 サイズ：外径３６ｍｍ  重さ：７７ｇ 
女性用 サイズ：外径２５.７ｍｍ  重さ：４２ｇ（ピンク２９ｇ） 

    色：白：ステンレスベルト（シルバー） 
紺：ステンレスベルト（シルバー） 

ピンク：牛革ベルト（ワインレッド） 

２． 腕時計（ＡＣ２２００－５５Ｅ） シチズン １２，０００ 

蓋は、平らなクリスタルガラスを使用してあります。文字盤

は黒で文字や目盛、針の色は黄色です。読みとり用の突起
は長針と短針用の二重になっています。ベルトはステンレス

製で、性別を選ばすスタイリッシュなデザインとなっています。 
 サイズ：外径３４．９ｍｍ/厚み７．５ｍｍ 重さ：８２ｇ  

 

音声時計 

３． 腕時計 （ＳＢＪＳ００１） セイコー １３，９００ 

  アラーム・ストップウォッチ・時報機能が付いています。 
点字取扱い説明書付き。ベルトはメタルバンド。 重さ：７５g 

※製造中止在庫限り 

４． 腕時計 （SBJS０１０） セイコー １５，７００ 

    ００１タイプの後継です。００１タイプは上部を押すと時刻を

伝えましたが、後継は上部に出っ張りがなく、時刻を聞くボタ
ンは側面に付きました。バンドはワインレッド色の牛革製で

す。  
※製造中止在庫限り 



 

 

５． 腕時計  （SBJS０１３‹白›・

SBJS０１５‹紺› ・ SBJS０１６
‹ピンク›） 

セイコー １６，３００ 

  シンプルでモダン、アクティブシーンにも使いやすいデザイ

ンとなっています。 
４時の位置に溝を設けて音声ボタンを判別しやすく、その他

のボタンにはガードを設けて誤作動を防止する仕様となって
います。音声で時刻をお知らせする他、時報・アラーム・ストッ

プウオッチ機能が付いています。 
色はシルバー、ブラック、ホワイトの３色があります。 

仕様 
  サイズ：横４１×縦４９．８×厚さ１４．１ｍｍ 

  重さ：シルバー７５ｇ/ブラック・ホワイト５８ｇ 
  ベルト：シルバー/ステンレススチール、ブラック・ホワイト（シ

リコンバンド） 

６． トークライナー DA２０６ 

（置き型電波時計） 

セイコー ６，４００ 

クリアな音質と見やすい文字の音声電波時計です。時刻、
温度、湿度、日付を音声でお知らせします。その他、アラー

ムセットの状態やアラーム時刻合わせなどの操作も音声ガ
イドで確認しながら行うことができます。時報設定機能や１

分毎に１５分間、現在時刻を音声でお知らせするオートスピ
ーキング機能も搭載。点字取扱い説明書付き。 

サイズ：縦１０８×横１２２×幅６２ｍｍ 重さ：２６０ｇ  
色：ホワイト、ゴールド 

電源：単３乾電池２本（付属） 

７． パルデジットボイスⅡ 

（置き型電波時計） 

シチズン ５，７００ 

音声電波置き時計。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。アラーム・時刻

設定時の状態を音声でお知らせするガイド付き。 
カレンダー表示、温度表示あり。 

サイズ：縦１０３×横２０５×幅８８ｍｍ  
色：シルバーメタリック  重さ：３８０ｇ  

電源：単３乾電池２本（付属） 

８． パルデジットガイド（電波時計） シチズン ３，３００ 

折りたたみ式コンパクトタイプの音声時計です。アラーム・

現在時刻を音声でお知らせします。蓋がついていて、蓋を閉
じて持ち運びができます。蓋を閉じても音声ボタンの操作は

できます。カレンダー付き。 
サイズ：縦９５×横７０×幅２１ｍｍ（閉じた状態）  

重さ：約１２０ｇ   色：シルバー 
電源：単４乾電池２本（付属） 

９． ポケットトーク（電波時計） セイコー ６，６００ 

時刻や日付を音声で知らせます。ポケットに入る薄型で、

持ち運びにも便利です。２０９９年までのフルオートカレンダ
ー、音声アラーム・時報機能付き。電池交換も自分でできま

す。ソフトケース付き。 
 サイズﾞ：縦１０８×横６７×厚さ１０ｍｍ   

重さ：７０g  色：ブラック  
 電源：ＣＲ２４５０ボタン電池 1個（付属） 

10． キーホルダークロック （丸型） １，４００ 

小型の音声時計です。かばんや白杖につけたり、ポケット

に入れたり、ひもを通して首からかけるなど使い方は様々で
す。アラーム・時報機能も付いています。色はシルバー。 

  重さ：３０ｇ 電源：ＬＲ４４ボタン電池２個（付属） 

11． トーキングクロック （さいころ型） １，４００ 



 

 

タイマー  

 

12. ピピタイマー 丸型（ひも・ 

マグネット式） 

２，６００ 



 

 

４  事務 ・ 文具 
点字器  

 品名 規格 価格（円） 

１． 標準型 

プラスチック製点字盤 
表１６行、裏１７行  

カット点筆、ケース付き 

２行×３２マス 

（定規） 

１０，４００ 

２． プラスチック製 

小型点字器 
日点製 

オリジナルケース付き 

６行×３２マス 

ブルー・グリーン・
ピンク・オレンジ・

グレー・クリーム 

１，３００ 

 

３． プラスチック製 
小型点字器 

ニモカ製 

６行×３０マス 
青・緑・黄・ピンク 

１，１００ 
 

４． ハガキ専用点字器  ３，５３０ 

縦書き１３行×１７マス､横書き９行×２５マスのハガキ専
用点字器です。縦書きとして利用する場合は、窓板の上に

あるプレートを左側に寄せ、横書きとして利用する場合はプ
レートを９０度回転させて窓板の上側に寄せて使います。 

５． テレホンメモセット ５行×２０マス ５，０００ 

〃   ロール紙（１２．５ｍ） ３５０ 

６． ロールメモセット ９行×２４マス ５，５００ 

〃   ロール紙（１２．６ｍ） ４５０ 

小型点字器の横にロール型のメモ用紙がついており、書

いたところで切り離しが簡単にできる便利な点字器セットで
す。 

 



 

 

文具    

７． カット点筆（丸型） ６００ 

８． 平型点筆 ５２０ 

９． 木製点筆(日点オリジナル) 大・小・子供用 ２，５００ 

握りの木には樹齢８０年の桜を使い、木部と金属部の曲線を

一体化してあるので、握りやすくて疲れません。手の大きさに
合わせて大・小とお子様や小さな手の方に最適な子供用の３

種を取り扱っています。長時間点字を打つ方、厚い用紙に点
字を打つ方にはお勧めです。形や直径が違うので、握って、

使ってみて自分の手に合うものをお選びいただけます。 

（この商品は取り寄せになります。） 

  大：（握り部の直径）約２６×（長さ）５５ｍｍ 重さ.約８ｇ 

  小：（    〃   ）約２０×（長さ）５５ｍｍ 重さ.約８ｇ 

  子：（    〃   ）約２４×（長さ）５０ｍｍ 重さ.約８ｇ 

10． ３０ｃｍ定規 （弱視共用、青色、触読式） ６６０ 

11． ロービジョン定規  

（白黒反転） 

（３０ｃｍ） ９００ 

（１５ｃｍ） ６００ 

本体が黒、文字が白の見やすい白黒のコントラスト。 

12. サインガイド １３０ 

13. 三角定規・分度器・コンパスセット 

（凸点凸線目盛り付き） 触読 

１，２００ 

14. 葉書・封筒・宛名書定規セット ２，８６０ 

15. 墨字用下敷 
縦・横書きセット 

Ａ４ １，１２０ 

Ｂ５ １，０００ 

16. 

 
 

肉太ライン墨字ノート 

  

A４判 (行間２４ｍ

ｍ)青・茶 

６５０ 

B５判 (行間１２ｍ

ｍ)青・茶 

４１０ 



 

 

17. まっくろノート ６５０ 

表面作図器    

18. 表面作図器  ４，３５０ 

19. 表面作図用紙 （薄手透明）  
２８７×２２０mm １００枚 

１，２００ 

（厚手白色） 
２９０×２２０mm ５０枚 

１，０００ 

点字用紙・シール 

20． 
 

 

点字用紙 （１００枚） １３５Ｋ ４２０ 

１１０Ｋ ２７０ 

９０Ｋ ２３０ 

21． 

 
 

ルーズリーフ 

（用紙１００枚付き） 
 

  

大 １，４２０ 

 

中 

（４穴・２穴） 

８６０ 

小 ８００ 

22． ルーズリーフ用紙  

（１００枚） 
 

大 ５８０ 

中  

（４穴・２穴） 

３８０ 

小 ３６０ 

ミニ ２１０ 

23． メモ帳（５０枚綴り） ６行×３２マ
ス 

２７０ 

24． プリンター用連続用紙 

（１，０００枚）    

９０Ｋ ３，４００ 

１１０Ｋ ３，５００ 

25． プリンター用ファイル プラスチック
リング 

４２０ 

 



 

 

26． タックペーパー （１０枚） 

 

大（B５判） ５００ 

小（B６判） ３２０ 

27． 点字シール 
（１シート１０枚入り） 

２行用 １００ 

１行用 ５０ 

28． タックロール １２ｍｍ ５２０ 

９ｍｍ ４００ 

29. ポストイットジョーブ（大） ５０枚 ３００ 

      〃      (小) １００枚 ３１０ 

点字タイプライター    

30. パーキンスブレーラー   時価 

＊ 点字タイプライターの購入・修理に際しては、お時間をいた
だきます。ご了承願います。 

＊ 輸入品につき、価格の変動がございます。 
 

音声・拡大読書器    

31. よむべえスマイル １９８，０００ 

文字を音声で読み上げる機能を備えた読書器です。 

サイズ：幅２６０×高さ１１０×奥行き３８５ｍｍ 重さ：１．６ｋｇ 
 

拡大読書器・拡大鏡 
当協会のロービジョンルームにて拡大読書器・拡大鏡・単

眼鏡・遮光眼鏡の体験や相談等も行っておりますので、お
気軽にお問い合わせください。 



 

 

５  日用品 
健康測定器 

 品名 メーカー 価格（円） 

１． 音声体重計  

インナースキャン ＢＣ－２０２ 

タニタ １６，０００ 

この体重計は体重・体脂肪・内臓脂肪・基礎代謝量・筋肉

量といった測定結果の判定と数値を音声で知らせてくれま
す。画面でのチェックもできるので音声を消すことも可能で

す。年齢・性別・身長といった個人情報を４名分まで登録で
きる他、体重のみの計測もできます。乗るピタ機能により、

ボタン操作をしなくても登録者の中からあなたを認識し、自
動で結果を表示します。計測時に足元が安定するよう横幅

が広く、乗る位置の目安となるよう、かかと側に突起がつい
ています。音声取扱い説明書付き（ＣＤ）。 

サイズ：幅３５２×高さ３７×奥行き３００ｍｍ  
重さ：１．６ｋｇ 電源：単３乾電池４本（付属） 

２． 音声血圧計  Ａ＆Ｄ ９，５００ 

上腕に腕帯を巻いて計測する音声案内機能付きのデジタ
ル血圧計です。腕帯は上腕に巻きやすい形状をしており、

測定時の操作もスタートボタンを押すだけです。測定後は音
声で、最高血圧、最低血圧、脈拍、ＷＨＯ区分に基づいた血

圧の状態を教えてくれます。音声取扱い説明書付き（ＣＤ）。 
サイズ：幅１４０×高さ６０×奥行き１０５ｍｍ 重さ：３００ｇ  

電源：専用アダプター（付属）又は、単３乾電池４本（付属） 

３． 音声体温計 けんおんくん オムロン ９，５００ 

音声で測定値をお知らせします。検温時間は個人差があ

りますが、口で５分、脇では１０分位かかります。 
電源：ＣＲ２０３２ボタン電池１個（付属）  



 

 

生活便利品 

４． コインホーム ９５０ 

  携帯型のコインホルダーです。硬貨にあわせて６つの差し込 
み口があり、収納するコインが１枚の場合でも、また斜めに挿 

入しても落ちにくい設計となっています。２，７７５円まで収納で 
きます。   サイズ：縦４．５×横９×厚さ１．２cm 

        重さ：本体１６g 
        色：ブラック、オレンジ、グリーン 

５． 魔法のつめけずり ８００ 

  切らない爪切り「魔法のつめけずり」はペン型で、キャップが

付いているので清潔かつ安全に収納・携帯することができま

す。ステンレス製の爪削り用の広い刃と仕上げ用の狭い刃

がついています。つめの削りかすは本体内部に入るため周

りを汚しません。また、丸ごと水洗い可能ですので清潔に保

つことができます。刃の部分は手でさわっても安心な安全設

計となっております。日本製。 

色：オレンジ・ブルー 

サイズ：直径１３ｍｍ  長さ１０ｃｍ 

６． つめやすり ラウンドタイプ 
（在庫限り） 

Sサイズ ４８０ 

Lサイズ ７４０ 

   半月型で手になじみやすい形。ステンレス鋼のやすり面は

少し窪んでおり、ボディに包まれる形状なので削る際に爪が
横に逃げるのを防ぎ安定して使用できます。Ｓサイズはや

すり面が細めで削る際に安定感があり、Ｌサイズはやすり
面が幅広のため自由自在に削ることができます。 

    色：黒 
    サイズ：S 縦７×横３．５×やすりの幅０．３ｃm 

L 縦９×横３．５×やすりの幅１．１ｃm 



 

 

７． ポチシール  （黒・透明） １シート１６個 ２５０ 

サイズ：高さ２．２×直径８ｍｍの半球型 

８. ロックドット (透明・オレンジ) １シート６個 ２４０ 

９． 糸通し  （３枚１組） １５０ 

10. セルフ針 太 （短針 ・普通

針・長針） 

４５０ 

細（短針・長針） ４４０ 

11. 障害者手帳入れ  （革製 黒・赤・黄） １,６００ 

〃        （ビニール製 黒） ２６０ 

12. マグネット付きシリコンクリップ ３５０ 

13. くつした洗いの三兄弟（３個入り）  ２５０ 

  靴下１足分（２枚）をセットで洗うことができ、そのまま干すこ
とができるクリップです。  

  サイズ：約横２９×縦５３×幅８ミリ 
  色：ピンク・黄緑・水色の３色が１セット 

14. 傘杖ぴたっシュ スタンダード 
（７種） 

４００ 

デラックス 

（２種） 

５００ 

15. 
充電手巻きラジオ 
（ホワイト・オレンジ） 

ソニー 
 

９，６８０ 

手のひらサイズのラジオ（AM・FM・ワイド FM 対応）です。

手動でハンドルを回して充電できます。１分の充電でラジオ
を約１時間聞くことができます。ラジオの他にＬＥＤライト、緊

急時の携帯電話への充電と災害時にも１台で安心です。ス
マートフォンの充電にも対応しています。防滴仕様になって

いるので多少の水しぶきをかぶっても大丈夫です。 



 

 

付属品：ポーチ、ストラップ、ホイッスル、携帯電話とつなぐ

コード（au用、docomo・SoftBank用） 
サイズ：幅１３２×高さ７７×奥行き５８ｍｍ 重さ：３７６ｇ 

電源：単３乾電池２本（別売り）、または内蔵の充電池 

16. 体操ブーブー ２，２００ 

   いつでもどこでもラジオ体操ができる、手のひらサイズの

小さなブタのマスコットです。鼻がスイッチで短く押すとやる気
の出る９語のおしゃべり、長押しするとラジオ体操第一が流

れます。コンパクトですので、いつでもどこでも健康維持のた
めラジオ体操が出来ます。 

  大きさ：幅７０×奥行５５×高さ８５ｍｍ  重さ：１０７g 
  電源：ＬＲ４４ボタン電池３個 

17. おしゃべり熱中症計 ４，７００ 

18. キーファインダー ４，３００ 

 

調理器具 

19． ＩＨ調理器 ＥＺ－ＨＧ２６ 象印 ２４，５００ 

操作ボタンに 「点字表示」があり操作時には「確認音」が

鳴り、３段階のワンタッチボタン（強火・中火・弱火）または、
火加減キーにて９段階と煮込みモードの火力調整ができま

す。各種安全機能や、湯わかし機能も付いております。 
使用できないなべもボタンを押すだけで簡単に見分ける

ことができます。 
サイズ：幅３２×奥行３６×高さ４．５㎝ 

重さ：約２．７㎏ 
電源：交流１００Ｖ ５０/６０ＨＺ 

消費電力：最大１，３００Ｗ 
機能：加熱・あげもの・湯わかし 

 



 

 

20. ボイスクッキングスケール ８，０００ 

  操作ボタンがＯＮ/ＯＦＦボタン・音声ボタンの２つのみとシ
ンプルでわかりやすい作りの音声上皿ばかりです。風袋

（ゼロリセット）機能・自動オフ機能もついています。 
サイズ：縦 200×横１４５×高さ４５ｍｍ     

   重さ：約３００ｇ 
   電源：単４乾電池３本 

測定範囲：±３０００ｇ  
精度：液晶/±１ｇ 音声/±２g   

21. 白黒まな板 ２，５００ 

22. ３ＷＡＹ 水切りボウル ２，４００ 

  ステンレス製のボウルの側面にザルのような網目があり、
「洗う」「和える」「水切り」「さらす」などいろいろな機能を持っ

たボウルです。 
   サイズ：直径２３５×深さ１２５ｍｍ 

   重さ：３１６ｇ 
   材質：１８－８ステンレススチール 

23. さじかげん ６８０ 

くぼみを押すと約１０ｃｃ、くぼみの少し下を押すと１５ｃｃの

液体が注がれます。油や酢、しょうゆ等に使用できます。  

24. ワンタッチポット ４００ 

25. プッシュワン （一滴しょうゆさし） ８５０ 

26. 計量カップ ３個組（２００/１００/５０ｃｃ） ８３０ 

27. 計量みそマドラー １，２００ 

   棒の両端に大小の丸い泡立て器が付いていて、みそに入
れくるりとまわすと、片方が約大さじ２、もう片方が約大さじ１

軽量でき、そのままみそを溶かすことができます。 
  サイズ：長さ２０×最大径４ｃｍ   重さ：２１ｇ 



 

 

６  娯楽用品 
 品名 価格（円） 

１． トランプ （点字入り） １，８００ 

２． オセロゲーム ４，２００ 

３． ルービックキューブ ２，８００ 

 
 

 
 

補装具・日常生活用具給付事業について 
   

補装具・日常生活用具は、市町から給付を受けられる場合
があります。対象者、対象品、自己負担は地域によって異

なります。詳しくはお近くの市町窓口までお問い合わせくだ
さい。 


