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使いやすさを追求した

ドイツ・エッシェンバッハのルーペ

エッシェンバッハはロービジョン製品の

世界トップシェアブランドです。

シンプルデザインで初めての人でも操作が簡単。

タッチパネル式  拡大読書器 
ヴィゾルクスデジタル XL FHD 
　　　　　　　　　　1655-1   ¥198,000( 非課税）

タッチスクリーン + ダイレクトボタンで直感的な操作
が実現。人間工学に基づいた設計で疲れにくく画面が
明るく読みやすいのが特徴です。2-22 倍まで拡大、ス
クロール機能付き。HDMI ケーブルで TV 等へ接続可能。

モビレント LEDLED ワイドライトルーペ 
3 倍～12 倍まで 10 種類の度
数や形状から選べるルーペ。
大画面レンズと握りやすいグ
リップ、疲れにくい軽量設計。
付属のスタンドで置型・スタ
ンドルーペとしても使用でき
大変便利なルーペです。

4 倍 /7 倍 /10 倍から選べるケー
ス一体型の携帯用高倍率ルー
ペ。ライト付で明るくはっき
り見えます。付属ストラップ
で首から下げれば見たい時に
すぐに使え、紛失を防げます。
お子様のご利用にもおすすめ。

日本語の取扱説明書を付属
アフターフォローも日本支社におまかせ下さい

株式会社エッシェンバッハ光学ジャパン
東京都千代田区神田司町 2-15-4　TEL 03-3293-8570 / FAX 03-3293-8276

日常生活用具給付制度対象商品

http:www.eschenbach-optik.co.jp



「見える・読める」の支援機器はお任せください！ 
世界中から機器を厳選し、国内工場でのアフターサービスを充実させております 

【拡大読書器】 高精細カメラで映した画像を液晶画面に、 

「大きく・見やすい色で」表示する 

【読み上げ読書器】 音声で印刷物を読み上げてくれる 

【光学ルーペ】 高倍率レンズ・高輝度ＬＥＤ搭載のルーペ 

【オーカムマイアイ 2】 眼鏡に取り付けた AＩ搭載のデバイスが 

文字を読み上げ、人の顔等を認識する 

※ご購入の前に機器の「自宅お試しサービス」を行っております。 

また、弊社スタッフによる訪問デモも可能です。 

ご希望の場合はお気軽にご相談ください！ 

 株式会社システムギアビジョン 

本社：〒665-0051 兵庫県宝塚市高司１－６－１１ 

TEL：０７９７－７４－２２０６ FAX：０７９７－７３－８８９４ 
E-mail：sgv-info@systemgear.com    URL：http://www.sgv.co.jp        HP はこちら→ 

携帯型拡大読書器 

オーカムマイアイ２ 

読み上げ読書器 
※写真は別売りの 

モニタ接続時 





プレクストーク
ポータブルレコーダー

標準小売価格  ￥85，000（非課税）

自宅でデイジーを楽しむ

プレクストークのスタンダード

すっきりカバーで
初心者でも安心

プレクストークのスタンダード

すっきりカバーで
初心者でも安心

PTR3

※ 記載の情報は2018年5月のものです。機能及び外観デザインなどは、性能向上その他の理由で、予告なく変更することがあります。Plextalk/プレクストークはシナノケンシ株式会社の商標です。

〒386-0498
長野県上田市上丸子 1078

お問い合わせ窓口
TEL  : 050-5804-1177 ( 月～土 9:30～17:00、日・祝祭日は休業 )
 　 通話料金はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

URL  : www.plextalk.com
E-mail  : plextalk@skcj.co.jp

お問い合わせ窓口

サピエでも、CDでもデイジーを楽しめる
デイジーで録音
音声ガイドで、どなたでも簡単操作

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見えない・見えづらいロービジョンのみなさまが、デジタル機器を快適に活用

していただくために、さまざまな製品やサービスをご提供しております。 

当事者への支援はもちろん、視覚障害者を雇用している企業や団体、ロービ

ジョンケアに力を入れている医療機関へのフォローも行っております。 
 ◆ ソフトウェア、拡大読書器、デイジー機器、点字ディスプレイ等の販売、購入相談 

◆ パソコン等デジタル機器のセットアップ・トラブル対応、利用方法の個別レッスン 

◆ 視覚障害者就労継続支援（当事者／企業向け）、ロービジョンクリニック運営支援 

視覚障害者のみなさまに、気軽に、安心して利用できる 
情報コミュニケーション環境をご提案 

有限会社 アットイーズ 
〒169-0075 

東京都新宿区高田馬場１－３３－１３ 

千年（せんねん）ビル５０１号室 

電話 03-5287-5601 

FAX 03-5287-5602 

URL https://kigaruni-net.com/ 

E-mail ae.info@kigaruni-net.com 







点字名刺刻印機 Dotmaker ドットメーカー

名刺やハガキ、封筒に簡単に点字を打てる
点字刻印機がリニューアル

１行 マス、レバーも力を要さないので、

手軽に点字が刻印できます。
同一文字を大量に刻印する作業に適しています。

寸法  

幅 奥行 高さ  

㈱ ジェイ・ティー・アール 

〒335-0022 

埼玉県戸田市上戸田4-13-18 

TEL 048-452-8898 

info@jtr-tenji.co.jp 





 
 
 

＜ヴィジョン＞ 

障害のある人が、いつか人体的にも心理的にも社会的にも生きがいを持って生活できるような、 

私たちレハ・ヴィジョンは、そんな未来を目指します。 

 

＜事業内容＞ 

福祉機器の開発 

及び販売 

 

 

個室 便房用 

音声案内装置 

「ポッチ‐TP」 

 

多言語 緊急信号対応  

音声案内装置「ポッチ‐UD-W」 

 

伸縮自在・身体も支える白杖 

「フリー・ロックケーン」 

 

一般トイレ用  

音声案内装置 

「ポッチ‐TR」 

＜本社所在地＞ 

〒923-1211 石川県能美市旭台 2-13 いしかわクリエイトラボ 206 

              TEL（0761）51-0016 FAX（0761）51-0017 

              http://www.reha-vision.com/   

 

   





＜お問い合わせ＞  
株式会社ラビット 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-7 スカイパレスビル 401 
■TEL 03-5292-5644  ■FAX 03-5292-5645  
■E-Mail eigyo@rabbit-tokyo.co.jp  
■URL https://rabbit-tokyo.co.jp/rivo2  

【取扱品目】パソコンソフト、拡大読書機、デイジー機器、点字機器、 
      便利グッズ、各種音声対応の福祉機器、操作学習 CD など 

 

Bluetooth キーボード 
【日常生活用具候補品】iPhone 用 

おすすめ 

Rivo2（リボツー）は、視覚障がい者が iPhone（アイフォン）を簡単に操作し、 
より正確に使用できるよう設計された、ワイヤレス接続の「テンキーボード」です。 
iOS のスクリーンリーダー「VoiceOver」の音声を聞きながら、Rivo2 から iPhone を
リモート操作できます。とくに文字入力や文章の編集にとても便利です!! 
Rivo2 の内蔵マイクから、Siri の操作や電話の通話もできます。音声の出力先を 
切り替えることができ、iPhone もしくは Rivo2 本体から聞くこともできます。 
Rivo2 を使えば、難しい iPhone の操作環境が一変します!! 

標準小売価格 ４４,０００円（税込） 

 実寸大  



あたため
がんばります。

「らく楽アシスト」広告  Ver.2.0

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）
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日本点字図書館　用具事業課宛

フリガナ

様

　* 備考

※見積書の有効期限は、発行より1か月間です。

ご住所

〒　　　　

TEL （　　　   ）　　   　　－ 携帯TEL （　　　   ） 　  　　－

TEL：03-3209-0751

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）ご申請者様自宅

見積依頼書（給付申請用）
FAX：03-3200-4133

配送手数料のご案内
(ご希望の方を記入)

配送要望なし 配送要望あり（日時指定）

ご負担金のご案内
決定された公費負担額が商品価格を下回った場合、
差額はご申請者様のご負担になります。

ご申請者様名

商品番号 商　品　名

見積書送付先
(ご希望の方を記入)

510円 720円



日本点字図書館　用具事業課宛

　　
フリガナ

様 様

＜納期及び、支払方法について＞

① 　見積書は、ご依頼日の翌営業日にFAXでお送りします。

② 　納期は、ご注文日より1週間前後です。至急の配送や、配送日時指定、

  配送のご要望がある場合は、配送手数料が異なります。

  通常配送：510円 ／ 日時指定・お急ぎ配送：720円

③ 　お支払方法は、【郵便振込(前払い)】／【代金引き換え(着払い)】／【請求書払い（後払い）】です。

  請求書払いは、法人及び公的機関のみご利用できます。

④ 　見積書の有効期限は、発行より１か月間です。

　* 特記事項　（指定請求書類が必要な場合、配送手数料を商品代に含めるなど、書類の記載ついてご要望が
　　　　　　　　　　　　ある場合や、商品のお届け先が上記のお客様名と異なる場合などは下記にご指示ください。）

〒　　　　

TEL （　　　   ）　　   　　－ FAX （　　　   ） 　  　　－

TEL：03-3209-0751

FAX：03-3200-4133

見積依頼書

見積書宛名
(お客様名と異なる場合は、ご記入下さい。)

配送要望の有無
（いずれか1つに✓をつけて

下さい。）

通常配送
ご注文より1週間前後でお届け

指定配送
ご注文日の翌営業日発送が最短

お支払方法
（いずれか1つに○をつけて

下さい。）

商品番号 商品名 数量 備考

お客様名 ご担当者名

ご住所

郵便振込
（前払い）

代金引き換え
（着払い）

請求書払い
（後払い）



日本点字図書館　用具事業課宛

　　
フリガナ

様 様

郵便振込 （前払い）

代金引き換え （着払い）

請求書払い （後払い）　 

 ご利用いただけるのは、法人・公的機関のみです。

　◎必要な書類を丸で囲んでください。　商品と一緒にお送りいたします。

 　請求書の宛名をご指定ください。(お客様名と異なる場合に、ご記入下さい。)

*点字用郵便で配送可能な商品のみのご注文は、配送手数料0円です。

*点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用紙(商品番号21501～21504)は4箱毎に配送手数料がかかります。

　お届け指定日　 　　 　　　月　　　　　　　　日

指定時間帯

※配送について ： 最短希望は、注文の翌営業日に発送します。（土曜日のご注文は、火曜日発となります。）

商品番号 商品名 数量 備考

通常配送
1週間前後でお届けします

　* 特記事項　（指定請求書類が必要な場合、配送手数料を商品代に含めるなど、書類の記載についてご要望が
                      ある場合や、商品のお届け先が上記のお客様名と異なる場合などは下記にご指示ください。）

〒　　　　

TEL （　　　   ）　　  　 　－ FAX （　　　   ） 　  　　－

FAX：03-3200-4133

FAX注文書

TEL：03-3209-0751

見積書

510円

指定配送
日時・曜日・最短等

配送要望がある場合は全てこちら
午前中/14時～16時/16時～18時/18時～20時/19時～21時

720円

請求書 　郵便振込用紙納品書

お支払い
方法

□のいずれ
か１か所に
✓チェックを
ご記入下さい

お客様名 ご担当者名

ご住所

最短希望



社会福祉法人

電 話　03-3209-0751

FAX　03-3200-4133

E-mail　yougu@nittento.or.jp

ショッピングサイト　http://yougu.nittento.or.jp/

 

〒169 -8586

東京都新宿区高田馬場 1-23-4

 

営業日時　火曜日～土曜日　午前 9 時～午後 4 時（ 図書館は午後 5時まで）

休業日　日曜日・月曜日・祝日・夏期休館日・年末年始・棚卸日（ 3月と9月の月末）

〒新宿諏訪町郵便局
すき家●

　　駅前
ロータリー

東京メトロ東西線
高田馬場駅 5番出口

●ニューヨーカーズ
　　　　　　 カフェ

ファミリー
マート   ●

高田馬場駅
西武線 戸山口●●早稲田口

ＪＲ戸山口●
至 新宿

諏訪通り→
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