
　カタログのご請求、お問い合わせは、以下の連絡先までお願いします。

　〒１６９－８５８６　東京都新宿区高田馬場１－２３－４
　日本点字図書館用具事業課（わくわく用具ショップ）
　電話　０３－３２０９－０７５１ ＦＡＸ　０３－３２００－４１３３
　Ｅ－Ｍａｉｌ：yougu@nittento.or.jp
  ＵＲＬ　 http://yougu.nittento.or.jp
　営業時間　火曜日から土曜日　９：００～５：００

おススメ定番便利グッズリスト

　ロービジョンのかたに、チョット便利な商品を集めました。
　ここにご紹介する商品は、各地の展示会でも人気で、歩行訓練士
（視覚障害生活訓練等指導者）のかたもお勧めの便利グッズです。



商品名 価格（税込）

トーキングウォッチ角型＜シルバー＞ １,５８０円

音声時計キーホルダー型 １,０００円

ポケットトーク　ＤＡ‐２０７Ｓ　　（＊） ５，２５０円

ひとおしくん（2本セット） 各７８０円

計量カップ（3個組） ５６０円

置いて使える計量スプーン（4本組） １,２６０円

　傾けた状態でフタの真中を一押しすると約５cc（小さじ一杯分）が出
ます。一定量注ぐことができ、倒れてもこぼれません。２本セットで、
一方の注ぎ口の上部に凸点が付いていますので中身の識別に便利です。
おしょうゆ・お酒・みりん・ウスターソースや中濃ソースにも使えま
す。フタの色はオレンジ、グリーン、ホワイトの３色があります。

　50cc、100cc、200ccの3つの計量カップが一組になっています。それぞ
れ内側には凸線の目盛が引かれています。3個のカップを組み合わせるこ
とによって、目的の量を量ることができます。

　大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4の4本組。 底が平らで持ち手
の先が下に曲がっていますので、スプーンを置いたまま正確に量ること
ができます。

　時計の右側面上側のボタンを押すと現在時刻をお知らせします。時刻
やアラームの設定が音声ででき、時報機能やスヌーズ機能も付いていま
す。12時間と24時間表示の切り替えが可能です。

７０５１３

　キーホルダーとしても使えるコンパクトな音声時計です。機能はトー
キングウオッチ角型＜シルバー＞と同じです。12時間、24時間の切り替
えが可能です。時報、アラーム機能も付いていて、アラームには、ス
ヌーズ機能も付いています。

　時刻や日付を音声でお知らせするポケットに入る電波式の薄型の時計
です。前機種のポケットトークにはなかった、時報機能、デジタル時計
の時刻表示を12時間制と24時間制へ切り替えられる機能、音声報時及び
音声アラームを日本語と英語に切り替えられる機能が追加されました。

７０５０８

７１５１４

商品コード

７０３１０

７１５９５

７１５０５



商品名 価格（税込）

パームピーラー １,５８０円

らくらく操作のキッチンタイマー １,２００円

トーキングタイマー ２,７３０円

エスコートⅡ １,５８０円

セルフ針セット ８５０円

糸通し（国産・3枚組） ９０円

　ひょうたんがたの金属の持ち手の先にひし形の針金がついています。
針金を針穴に通したあと、ひし形の針金の中に糸を通して、針金を引く
と針に糸が通ります。

７３００２

７３００５

７３００６

７１５１５

７１５９０

商品コード

　従来のピーラーにはなかった全く新しい発想のピーラーです。パーム
とは英語で手のひらを意味し、その名前のとおり手のひらにつけて、な
でるように皮を剥いていきます。

　凹凸のはっきりした、簡単操作の小型タイマーです。設定キーは、10
分、5分、3分、1分、10秒の5つとスタートとストップ、リセットの2つ。
カウントダウンは99分50秒まで設定できます。防滴なので、濡れた手で
も操作ＯＫです。裏面にマグネット、上部に紐を通せる穴が付いていま
す。

　音声式のカウントダウンタイマーです。10分を切ると1分ごと、１分を
切ると10秒ごとに音声で時間を知らせます。時間が来た時のアラーム音
もカッコーやジャンピングホッパー、車のクラクションなど、ユニーク
な６種類から選べます。また、時計の機能を備えていますので、音声の
時計としてもご利用いただけます。

　針穴に糸を簡単に通すことができる道具です。筒穴に針を立ててその
脇に糸をかけます。ボタンを押すと本体の中にある針金が糸を押して筒
の脇から糸がわっかになって出てきますので、片方を引きます。その

後、針を上げると糸が針に通る便利グッズです。

　針の頭（はりあな）の部分がＶ字型になっていて、その溝の部分に糸
をあてて下側（針の先端側）に押し込むと針に糸が通る特別な針です。
　５種類１２本の針がセットになっていて６つのポケットに各２本ずつ
入っています。目的に応じて針の使い分けができます。

７１５２６



商品名 価格（税込）

小銭入れ 各１,４３０円

札入れ付き小銭入れ ４,０００円

紙幣・硬貨見分け板 １３０円

透明凸点シール（平ら） ３５０円

透明凸点シール（小粒） ４５０円

バッグインバッグ
　　（ブラック・サーモンピンク）

各１,４７０円

商品コード

７３１０２・３

７３１０４

　500円、100円、50円、10円の4種類のコインを金属のレールに差し込ん
で区別することの出来る小銭入れです。色を黒とワインレッドの2色から
お選びいただけます。

　小銭入れにお札を入れるところをつけた財布です。真ん中の金属の
レールを覆うように三つ折になり、コンパクトに畳めます。手触りのよ
いスムース仕上げの牛革製で、カラーはチョコレート色です。

　直径5ミリ高さ1.5ミリの小粒の透明突起シールがひとつのシートに12
粒付いていて、これが2シート入っています。表面はこんもりと盛り上
がった形状でコンピュータのキーボードや家電製品のスイッチ等にその
まま貼って、触ってわかる目印として幅広くお使いいただけます。

　カバンの中がいつもゴチャゴチャ、取り出したいものをすぐに探せず
イライラすることってありませんか？バッグインバッグは、大小9つのポ
ケットが付いた小ぶりの手提げバッグで、普段使っているカバンの中に
入れて使います。携帯、財布、鍵、ＩＣレコーダー、ティッシュなどを
それぞれ決まった場所に入れてかばんの中身の整理整頓ができます。

７９１１７

７９１１８

７３１５１

　お札の大きさとほぼ同じ大きさの板で片側が階段状になっています。
階段のない方ににお札を当てて伸ばし、先端が階段の一番手前であれ
ば、千円札の長さで、一番長いところまでお札が届けば一万円札の長さ
になります。また、サインガイドのための枠や硬貨識別のための穴を開
けた、１枚で３つの役割がある見分け板です。

　透明の突起シール（20粒入り）です。円柱型で表面は平らになってい
ます。コンピュータのキーボード、家電製品のスイッチ等にそのまま
貼って、触ってわかる目印として幅広くお使いいただけます。そのほか
の用途として、灰皿や置物、花瓶などの底に貼ればズレ防止やテーブル
の傷つき防止、ドアに貼れば開閉時の騒音防止にもなります。

７９２２０



商品名 価格（税込）

カッチン（安全つめきり） ７,９８０円

ボヘミアンガラスつめやすり １,７８０円

ボヘミアンガラスつめやすり
（スワロフスキー仕様）

各１,７８０円

靴下クリップ ソックスター（20枚入り） １,９８０円

ユニプルグ（３個セット） ９８０円

ホコリ防止シャッター付タップ １,４８０円

７９１４４

７９１４６

　洗濯する時も干す時も収納時もソックスターにセットしたまま、いつ
もペアで管理できる靴下専用のクリップです。丸いコースターのような
形で、靴下を挟む切り込みが2箇所と干す時に使用するフックの切り込み
が入っています。紙を靴下に見立てて挟んだ状態のソックスターを一
つ、見本用としてお届けします。

　引っ張る力は全く要りません。片側に付いたＬ字型のレバーを軽くつ
まむだけで、プラグがコンセントから引き抜かれ、弱い力でも簡単に取
り外す事が出来ます。電源コードプラグに直接ジョイントして使いま
す。安全と信頼の純日本製で、2003年には、グッドデザイン賞を受賞し
ています。

　全体の色が黒で、コンセントを差し込むところが白という見やすい配
色になっています。また、トラッキング火災の原因となるほこりの侵入
を防ぐため、シャッターが付いています。
　デザインは四角くシャープな形ですので、実用性に加えて、デザイン
性も兼ね備えたオシャレな延長コードです。

　質の高いチェコ強化耐熱ガラス（耐熱温度220℃）を使用したつめやす
りで、耐久性に優れていて、やすりの目減りがなく半永久的にご使用い
ただけます。柄とサックは黒でサックをはずすとつめやすり部分が出て
きます。水洗いができるうえ、熱湯消毒や洗剤での洗浄も可能です。

　深爪をすることない爪切りですので、見えづらい方にも安心してご利
用いただけます。持ち手は小さな鋏の形で、鋏の刃の部分はキャラメル
大の四角になっていて、その中央部に爪を入れて切ります。（全体は電
車の切符鋏のイメージです）

７９１３５

商品コード

７９０４９

７９１３６

７９０９２

　柄の部分にピンク系・パープル系・オレンジ系のスワロフスキース
トーンが散りばめられていて、ネイルケアが楽しみになるおしゃれなデ
ザインです。サイズは小ぶりのフォークくらいで、つめやすりの先端は
とがった形状になっていますので、ご使用後は必ず専用のサックケース
に入れて保管してください。



商品名 価格（税込）

ビジュアルイーズ　ブラック（Ｂ５判） ３５０円

ビジュアルイーズ　メモパッドブラック ２２０円

ユニ　ボール　シグノ
　　　　　　　　　中字　（白インク）

１７０円

ユニ　ポスカ　（白マジック） ２２０円

タッチ式ボイスレコーダー　タッチメモ ３８,０００円

メモリーカードレコーダー

　ICD-LX30（ソニー製）
７,９８０円

５０６０８

５０６４７

　ビジュアルイーズ　ブラックやメモパッドに文字を書く際にご利用い
ただける裏写りのしない水性の白マジックです。
　サインペンのような少し太い文字を書くことができるペンです。
見やすさに応じて、ペンの太さをお選びください。

　長さ約16センチのペン型ボイスレコーダーです。付属のシールにタッ
チするだけで、録音した内容を音声でお知らせします。メモリー容量は
2GB。録音時間は30時間、最大1万件まで登録可能です。紙製マル型シー
ルは600片、防水シールは60片付属しています。

　小型のテープレコーダーとほぼ同じ大きさのメモリーカード（SDカー
ド）の録音機です。再生・停止・録音などよく使う操作ボタンは手前に1
列で並んでいますので、テープレコーダー感覚で、講演会、講習会、ご
自身のメモの録音など様々な場面でご利用になれます。（付属のカード
は22時間20分まで録音することができます。）

　ロービジョンのかた向けの黒い紙のノートです。まぶしさを感じる方
の中には、黒字に白文字が見やすいかたがいらっしゃいます。そのよう
なかたに使っていただきたいブラックノートです。

　ビジュアルイーズ　ブラックやメモパッドに文字を書く際にご利用い
ただける裏写りのしない水性の白マジックです。
　ボールペンのような細い字を書くことができます。

８０３０３

商品コード

　ビジュアルイーズ　ブラック（Ｂ５判）をコンパクトにしたＡ５版の
メモパッド（メモ帳）です。簡単に切り取れますので、電話や買い物メ
モなど多くの用途にご利用いただけます。

８０３０４

８０１０４

８０１０５



商品名 価格（税込）

プレクストークポケット　ＰＴＰ１　　（＊） ３９,９００円

ＩＤケーン　８５～１３２ｃｍ　　（＊） 各３,１００円

やつはしくん（ＩＤケーン用） ５００円

オーラ 各２,２５０円

多機能音声体重計　BC-202　　（＊） １４,６００円

けんおんくんMC-174V

　オムロン音声付電子体温計　　（＊）
９,０００円

３９００１・３

　夜間歩行の際、自分の存在を光の点滅で知らせるキーホルダー型のラ
イトです。本体の色は透明なクリスタル（光の点滅はイエロー）とレッ
ドの2種類をご用意しています。

商品コード

５０２２０

 SDカードを使った小型軽量のデイジー録音再生機で、どこでもデイジー
図書を聴くことができます。また、デイジー形式で長時間録音をするこ
ともできます。色は黒と白があります。
※日常生活用具給付等事業候補品です。

４０１０１～１０

　軽い素材でコンパクトに折りたたむことのできる白杖ですので、カバ
ンに入れておいても邪魔になりません。視野の狭いかたの場合、人とぶ
つかってトラブルになってしまうことがあります。白杖を持っているこ
とでトラブルを防ぎ、援助を受けやすくなります。また、段差の確認な
ど歩行の助けとなります。10種類の長さを用意しています。

３９０３２

　折りたたみ白杖を使用していて突然折れたときに便利な緊急補修用
キットです。IDケーン用のほか、アドバンテージやＷＣＩＢケーンなど
通常太さの白杖でご利用になれるものもご用意しています。

　設定から計測まで、音声案内でサポートする多機能音声体重計です。
計測は体重、体脂肪率、BMI（体格指数）、筋肉量、内臓脂肪レベル、基
礎代謝量、推定骨量、体内年齢、体水分率の9項目です。音量は大・小・
オフの3段階に切り替えられるほか、イヤホンジャックもあります。

　わき・口中用の実測式（わきの下で約10分、口中で約5分）の音声体温
計です。電源を入れた時、体温計をわきにはさんだ時、検温結果が出る
時に、ブザー音とメッセージが流れます。音声案内スイッチには、点字
で「きく」と表記され、音量は、大・中・小の3段階の切り替えが可能で
す。持ち運びや保管に便利な収納ケース付きです。

７１８５６

７１８０４



　文字を大きくするためのグッズ
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リストの中でご紹介しました便利グッズ以外にも拡大読書器、拡大鏡、単眼鏡など
を販売しています。手帳をお持ちのかたの補装具、日常生活用具給付制度対象の
商品を扱っております。（リスト内の「＊」の製品などです）
お気軽にご相談ください。

　拡大鏡（ルーペ）や単眼鏡と一部の小型拡大読書器は読売光と愛の事業団
様のご協力をいただいて、体験用の無料貸し出しサンプルを用意しておりま
す。

　卓上型の拡大読書器は、各メーカーにご協力をいただいて代表的なタイプ
８種類を１階、ロビーに常設しています。


