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ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

¥18,700

¥24,800
単品購入の場合 ¥27,280 ( 税込 )

¥21,000
単品購入の場合 ¥23,100 ( 税込 )

単品購入の場合 ¥20,570 ( 税込 )

¥21,000
単品購入の場合 ¥23,100 ( 税込 )

¥18,700
単品購入の場合 ¥20,570 ( 税込 )

ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

¥31,300

¥3,000

単品購入の場合 ¥3,300( 税込 )

¥41,600

ベッドシェーカ (BE1270BV )

家中どこに居ても大丈夫！
ポケットに入れて持ち運べる手軽な受信器
¥51,100
単品購入の場合 ¥56,210 ( 税込 )

¥17,600
単品購入の場合 ¥19,360 ( 税込 )

ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

今やスマホは必須アイテム
置くだけ簡単センサ

スマホ／固定電話／ FAX を通知
2017 年度より屋内信号装置として認定
非課税、給付対象となりました

( ベルマンアラームクロックプロ＋モバイルフォンセンサ )

モバイルフォンセンサ ¥9,600
品番：BE9250
品番：BE9250

ベルマンアラームクロックスペシャル
品番：BE1390
品番：BE1390

単品購入の場合 ¥10,560 ( 税込 )

スマートフォン・タブレットなどの着信時
の光を感知します

スマホの通知、一般回線電話、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。

【 接続機器 】
● マルチセンサ発信器
● フラッシュ受信器
● アラームクロック受信器

単品購入の場合 ¥3,080 ( 税込 )

ベッドシェーカ
(BE1270BV)

BE9026

単品購入の場合 ¥13,200 ( 税込 )

単品購入の場合 ¥5,500 ( 税込 )

540 x 395
255

● アラームクロック受信器

ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

呼び出しボタン
（BE1420)

92,000

(BE9026)

65,400

74,600

ページ内全商品「火災警報器」として給付対象

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

移報接点付き
（外部出力）
の住宅用火災警報器です
屋内信号装置の火災警報発信器に接続することで、火災を光や振動で知ることができます
＜ 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

FIRE

火災警報発信器

火災警報発信器

BE1431F

無線連動式住警器セット

煙式

火災報知器の親器と子器のセット
サイズ
重量
電源

親器：100x100x46.7 mm
子器：100x100x46.7

煙式

¥14,850 (税込)

連動するには親器が必要です。

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

熱式

品番 : SS-FK-10

¥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）

※ 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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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

親器／子器 155 g

品番 : SS-2LR-10

重量

ハイガード

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

無線連動式子器

サイズ

BE1431F

1 台毎に火災警報発信器（P5）を接続する必要があります。

¥34,100 (税込)

品番 : SS-2LRH̲2LR-10

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 参照）

FIRE

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

内蔵リチウム電池
（約10年間持続）

ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

強力なベッドシェーカの振動と大音量アラーム音でアラーム時刻をお知らせ

ベルマンアラームクロック

大音量アラーム

マルチトーンアラーム音

起きやすいスヌーズ

最大音量は100dB。鳴り始めから徐々に
増幅するマルチトーンアラーム

アラーム音は多くの人が聞き取れるように
広範囲の周波数を使用

一定間隔でなく、9・7・5・3・2分と徐々に
間隔が短くなるスマートスヌーズ

簡単操作

ワンタッチで時計合わせ、
アラーム
時間設定ができる簡単操作が魅力
※ クラシックは除く

電話／スマホの着信を感知

振動式時計

強力振動のベッドシェーカ

アラームと連動して強力なベッドシェーカ
の振動で時刻をお知らせ

電話／FAXの着信、
モバイルフォン
センサを繋げてスマホもお知らせ

※ スヌーズとはアラームを止めても、
再び鳴り出す機能

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(BE9248)
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）
● 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

ベッドシェーカ
同ページBE1270BV参照

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。(P7参照)

※ 接続可能な電話回線はアナログ一般公衆回線のみです
※ 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

本体

¥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。特に新社会人や健常者の方に大変人気のあ
る商品です。

サイズ

108 x 121 x 92 mm

重量

345 g

電源

ACアダプタ(BE9248)
7.5VDC, 1,000mA
ベッドシェーカ
同ページBE1270BV参照

※ベルマンアラームクロッククラシック
には充電池は付属しません

プロとクラシックの性能比較
ベルマンアラームクロック専用

ベッドシェーカ
品番 : BE1270BV

¥5,500 (税込)

製品には予め付属しています。
破損した場合などにご利用ください。

クラシック

プロ

バックライト
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

120 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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ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

、携帯用信号装置

振動式時計

スマホでアプリと連動する
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最新型ワイヤレスシェーカ
● iPhone・iPad・Androidで使用可能
● 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
● 専用アプリの画面の指示に従うだけで操作は簡単
サイズ

94 x 94 x 27 mm

重量

153 g

電源

充電池内臓（USB充電）

※ Line・Messenger・Skypeなどの通知はOSのバージョン
により対応する場合があります。

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または音でお知らせ
３つのボタンで簡単操作

シルバー

品番 : JI-VW-S

ブラック

品番 : JI-VW-B

ゴールド

品番 : JI-VW-G

● 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

サイズ

約 38 x 35 x 11 mm

重量

45 g

電源

SR927W

※ 数量限定販売です、
なくなり次第販売終了となります。

振動時計の強さの比較

優
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強

ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

振動で目覚める

目覚ましセットが販売開始
ベッドシェーカが2つ！
別々の時間でもOK

セントラルアラームクロック

振動式時計

1つの時計で 2 人が起きられる
時計自体がフラッシュ＆
大音量アラーム

¥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
別売りのドアベルを使えば来客を知ることが可能
サイズ

約 165 x 106 x 60 mm

重量

335 g

電源

9V 1,000mA

ベッドシェーカ
ベッドシェーカは枕の下に入れることで、強力な振動で起こ
してくれます。
耳の不自由な方のために作られた機器ですが、健聴者様から
も絶大な支持をされています。

セントラルアラート
● 各種オプション機器を種取り付けることにより「火災」「来
客」「電話」「赤ちゃんの泣き声」などを通知する屋内信号
装置としてご利用いただけます。
● 屋内信号装置としてのご利用で、非課税、および給付制度が
利用できます。
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ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

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

¥9,900 (税込)

フラッシュライトで災害時にも安心
携帯にも据え置きにも便利な高機能時計

振動式時計

●
●
●
●
●
●
●

品番 : GM-JWNS-B

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フラッシュライト
立てたまま設置可能な自立スタンド
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

※ ロック機能・タイマー機能はなくなりました。

品番 : GM-JWNS-W

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

自立スタンドで据え置き型時計としても使用可

ビブラ

品番 : SI-VA3

¥8,580 (税込)

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

13

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
約6〜8ヶ月
（1日1回程度
のアラームとスヌーズ）

ページ内全商品「屋内信号装置」として給付対象

振動式時計では珍しいアナログ高級タイプの腕時計

バイブラクオーツJ
強力な振動

アナログタイプの時計で強力な振動を実
現。
ぜひ、体感してみてください。

誤差の生じにくい設計

アラームはデジタル制御なので、誤差が発
生しにくい設計です。

防水性能

日常生活防水対応なので洗顔程度なら身
につけたままでOK。

振動式時計

ブラック

パールホワイト
品番 : SI-VQ500JWL

品番 : SI-VQ500JBM

■ バイブラクオーツJ

¥14,300 (税込)

振動式腕時計はカバンやポケットに入れたスマホのアラームやバイブとは違い、常に
腕に付けた状態で振動するので、気づきやすく、通勤電車のうっかり寝過ごし対策にも
便利。
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。

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

小型・軽量で女性や子供に人気なカジュアルタイプの振動腕時計

バイブラライトMini

ポッピングシャワー
品番 : GL-VM-SMC

■ バイブラライト Mini

ストロベリーピンク
品番 : GL-VM-VPN

¥11,000 (税込)

サイズ

30.5 x 38.5 x 12.3 mm

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。

重量

25 g

電源

CR1632 リチウム電池

バンド

穴留式 ／ ピンバックル
GL-VM-VPN、
VBL、
VORはマジックテープ

防水性能

日常生活防水
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ジャンボプラスAP

¥30,800 (税込)

● ジャンボプラス後継機
● 受話音量を最大60dB増幅
● 受話音程も自由に調整
● 着信音は３つ選択可能
● 着信音量調整可能
● Tコイル内蔵補聴器に対応するTコイル内蔵受話器
● ９個の電話番号を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
● 専用のマイク付きMリンク接続可能

※技術基準適合認定番号「A20-02050011」
※アナログ一般公衆回線専用

ジャンボプラスAP専用M-Link
品番 : GM-CLHook5

● 受話器を持たずに通話可能

¥8,580 (税込)

品番 : GM-AP60JW

※ジャンボプラスAP専用M-Linkは接続端子が2.5mmです

¥24,200 (税込)

※ 音声認識には wi-ﬁ などのインターネット環境が必要です
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電話機・FAX兼用、簡単に接続できる音量増幅器
¥8,800 (税込)

※ 親子電話の親機に接続した場合、無線電波によりハウリングを起こす
場合があります
※ 骨伝導機能付など標準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、
声が相手側に15dB程度の低音量で
送信されます

¥4,400 (税込)
62 x 50 x 40 mm
240 g

ヘッドセットが接続できる音量増幅器
テレアンプⅢ B
品番 : SI-UA50

¥16,280 (税込)

● 受話音量を最大45dB増幅可能
● 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

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）

¥6,050 (税込)

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
● 補聴器をしたままで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、
メール、SNSなどの着信や通知を光や音でお知らせ

スマホ／タブレット／携帯対応の電話着信通報装置
スマートフォンの電話着信や各種SNSやアプリからの通知時の振動を感知します
光が点滅し続けるので、
着信があったことがわかります

オールインワンのセルフォンリンガ

01 電話／FAXの通知

03 スマホの充電

電話回線に直結して固定電話の着信やFAXをお知らせ。

USB充電機能付で、
端末の充電をしながら使用できます。

02 タブレットに対応

04 ベッドシェーカと連動

振動しないタブレットでも付属の着信感知ケーブルの接続
で通知。

ベッドシェーカ
（別売）
を接続できるので、振動で着信を知
ることができます。

自治体によりフラッシュベルとして給付対象品

セルフォンリンガ
品番 : SI-RF200

¥15,400 (税込)

着信感知後、
リセットするまでランプは点滅し続けます。
より確
実に振動を感知するためにアンドロイド
スマートフォン用アプリケーション
【Jiritsu̲Vib」】
もあります。
Google Play Storeで
「自立コム」
で検索してください。
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」

※ 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

ベッドシェーカ
品番 : SI-BS100

¥5,500 (税込)

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。
アラームをセットして目覚ましとしても利用。
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サイズ

φ90 x 26 mm

重量

100 g

コード

1,900 mm

小規模な会議や、
ご家庭に簡単設置できる

室内設置用ヒアリングループ
付属のループケーブルを床に設置して使用します。
リビングで音楽を聞いたり、会議場や学習教室に設置したり
ループケーブルを敷くだけで簡単に設置できるので会場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

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

100VACアダプタ

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

ヒアリングループ
テレコイル

■ ループヒア600フルセット

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

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。
ベルマンミノはTコイル内蔵のデジタル集音器で、
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。

¥41,800 (税込)
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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

ループヒア101に比べ磁気が強くなり、
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になりました。
● 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
● バッテリで稼働するため電源は不要
● ベルマンミノ
（P23参照）
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

ヒアリングループ
テレコイル

サイズ

250 x 220 x 70 mm

重量

750 g

電源

SET

ACアダプタ
（コード1.8m）
（15VDC、
1.5A）
約8時間稼働（フル充電時）
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）

品番 : JI-SET0102

¥90,200 (税込)

【¥1,000お得】

音声文字化
SET

ループヒア102／ベルマンミノ／ヒアリングループ用マイク入力分配ケーブル

■カウンタヒア102＋

品番 : JI-SET0102＋

¥95,150 (税込)

【¥1,500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ので、車内で使用
省スペースに設置可能な小型軽量のヒアリングループ
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。

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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ループヒア160ボードタイプ

品番 : GM-LH160C

補聴器・人工内耳
ご利用の方専用の

イヤホン

磁気誘導
コイル型

テレビ
音楽

通話
ビデオ
通話

動画

M-Link CL Momo
エムリンク・シーエル・モノ

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 ＞

＜ 片耳用 ＞

M-Link CL Mono
品番 : CL-Hook7

¥7,480 (税込)

M-Link CL Mono
マイク付き
品番 : CL-Hook9

¥8,580 (税込)

サイズ

フック：83.5 mm

サイズ

フック：83.5 mm

重量

10 g

重量

15 g

コード

約1,000 mm

コード

約1,200 mm

ヒアリングループ
テレコイル

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

※ iPhone・Androidどちらでも通話で
使えるアダプタ付属

01

良く聞こえる

聞き取りやすいヒアリングループ
簡易型ヒアリングループなので、スマホでの

通話や音楽やテレビの音声が聴きとりやすい。

02 耳にかけるだけ

T コイル内蔵補聴器・人工内耳対応
Tコイル内蔵の補聴器やスピーチプロセッサ
をしたまま鮮明な音声を聞く事ができます。

03 切れにくい

04 スマホで通話できる

ケーブルの一部にカールコードを採用し、

マイク付きなのでそのままスマホで通話がで

カールコード採用

断線のリスクを軽減しました。

便利な着信スイッチとマイク付
きます。着信があった際に応答ができるリモ
コンボタンも付いています。
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Tコイル内蔵補聴器をかけたまま音楽や音声を聴くことのできる磁気誘導コイル

アクセサリ型ヒアリングループ
音源に接続したMリンクから磁気誘導により音楽や音声をTコイル内蔵補聴器に直接伝送します
スマートフォンでも使用できます

＜ 片耳用＋イヤホン ＞

＜ 両耳用 ＞

Mリンク・ステレオ
品番 : TC2012

¥10,450 (税込)

サイズ

フック：83.5 x 2 mm

重量

15 g

コード

約1,150 mm

Mリンク・プラス
品番 : TC2003

サイズ

Mリンク延長コード

¥6,600 (税込)

品番 : JI-KM-A3-50

フック：58 mm
イヤホン：φ12 x 18 mm

重量

10 g

コード

約1,200 mm

¥2,200 (税込)

サイズ

プラグ部：3.5 mm

重量

110 g

コード

5,000 mm

ヒアリングループ
テレコイル

※ Mリンク各種には極細の銅線が使用されていますので断線しやすいためお取り扱いには十分ご注意願います

首にかける高性能ネックループ
ミュージックプレイヤや集音器の音声が
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
● 集音器と接続してTコイル内蔵の補聴器で音楽も聞ける
サイズ

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

重量

60 g

その他

インピーダンズ：2 x 5Ω
3.5 mm ステレオプラグ

※ 断線防止機能がついておりますが、
強く引っ張ると切れる場合が
ございます。
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ページ内全商品自治体により「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」 として給付対象

¥41,800 (税込)

¥46,750 (税込)

¥37,400 (税込)

マイク付イヤホン
（BE9229）

¥42,350 (税込)

※ イヤホンが付属します

¥52,800 (税込)

SET

※ ヘッドホンが付属します

ベルマン マキシプロTVストリーマ／入力コントローラ付き音声認識ケーブル

■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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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
● 内蔵の空気電池残量計で使用中の電池残量を簡単に計測可能
● 乾燥タイマは季節や湿度に合わせて2時間、
4時間、
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
サイズ

148 x 89 x 51 mm

重量

430 g

電源

ACアダプタ
（12VDC、
1,000mA）

※ 補聴器の変色を避けるため、紫外線LEDの使用は1日2時間以内にしてください

温められた空気が
補聴器の湿気を
蒸発させます

取り外して
洗浄可能

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

非常に
静か

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

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

補聴器周辺

スピーカ
（受信器）

発信器

専用ヘッドホン
（付属)

¥28,600 (税込)

● 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

送信機

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

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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検温終了のお知らせを振動でお知らせするシチズン振動体温計
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
●
●
●
●
●
●
●
●

音と振動で検温終了をお知らせ
持ちやすいフォルム
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
バックライト
防水仕様
収納ケース付属

サイズ

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

重量

25.5 g
35 g (アタッチメント装着時）

電源

CR２０２５

※ 防水はIPX7、
JIS T 1140:2014による
（防漫形）

自治体により屋内信号装置または携帯用信号装置として給付対象品

強力な振動・光・音でお知らせする呼出し装置
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）

ツーウェイウィンブル（追加用）

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！

8台まで増設（合計10台）
が可能です。
充電器は付属しません。

品番 : SI-2way winbrr

品番 : SI-2w-addition

¥9,900 (税込)

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-io n 充電池

充電器（追加用）
品番 : SI-2w̲adapter

その他

複数台同時呼出し

¥16,500 (税込)

¥3,300 (税込)
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パーソナル

リアルタイムで変換
音声認識で会話を記録
リアルタイム

翻訳

日常の会話や仕事の会議で
音声をリアルタイムで文字
化することができます。文

簡単！ ボタンを押すだけ！
個人用の音声認識システム

字化したデータは保存や編
集もできます。

聴こえの不自由な方の必須アイテム
個人用の音声認識システム

iOS・Android 用アプリ「 声文字 」
年額

¥33,000 (税込)

● 端末セット販売
（Android端末）

6

年額

ます。

つの 特長

01 リアルタイム音声認識

音声をリアルタイムでテキストに変

その他

換します。認識する言語は複数の言
語から選択できます。

04 文字化したテキストの保存

文字化したテキストは端末に保存で
きます。
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¥99,000 (税込)

リアルタイムで翻訳もでき

02 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。

05 保存したテキストの編集

端末に保存したテキストデータを編
集することができます。

03 NG 単語の登録

表示させたくない単語はNG単語と
して登録することで任意の文字列に
置換できます。

06 保存したテキストの共有

端末に保存したテキストデータをメ

ールやLINEなどのアプリで送信で
きます。

パーソナル

リアルタイムで変換
音声認識で会話を記録

複数話者対応！
１月程度はみたほうが

１月程度はみたほうが

どのくらいかかるだろう。

どのくらいかかるだろう。

教育も必要だね。

教育も必要だね。

スタッフの勤務形態も。

スタッフの勤務形態も。

他社の実例調べてください。

他社の実例調べてください。

それでは会社のホームページ
作成しているところに打診し
てみますね。このシステムは
永続的に利用しましょう。

それでは会社のホームページ
作成しているところに打診し
てみますね。このシステムは
永続的に利用しましょう。

１月程度はみたほうが

それでは

リアルタイム

よろしく頼みます。
では私は端末の手配をしておきます。

翻訳

なるはやって４月という意味だよ
確かにそうですね。なるはやでや
そこからさらに何週間かかかるわ

遅いな、せめて来月中にはなんと
だいたい 45 日から 60 日程度だそうです。

音声データの再利用なし！
ビジネス用の音声認識システム
講演会・会議などの文字化や議事録作成
に便利なビジネス用の音声認識システム

どのくらいかかるだろう。
１月程度はみたほうが
教育も必要だね。
どのくらいかかるだろう。
スタッフの勤務形態も。

iOS・Android 用アプリ「 声文字 」

教育も必要だね。
他社の実例調べてください。

● 端末セット販売（Android端末）

スタッフの勤務形態も。
それでは会社のホームページ
作成しているところに打診し
他社の実例調べてください。
てみますね。このシステムは
永続的に利用しましょう。

5 端末 ／ 年額
10 端末 ／ 年額

6

5 端末 ／ 年額
10 端末 ／ 年額

¥159,500 (税込)
¥297,000 (税込)
¥638,000 (税込)
¥990,000 (税込)

つの 特長

01 リアルタイム音声認識

音声をリアルタイムでテキストに変
語から選択できます。

04 NG 単語の登録

表示させたくない単語はNG単語と
して登録することで任意の文字列に
置換できます。

できます。

05 認識結果の Private 公開

配信端末のライブ音声結果を、複数

ユーザで閲覧できます。端末やPC
上で閲覧、修正、保存ができます。

ルやLINEなどに送信も可能です。

06 認識結果の Group 共有

その他

換します。認識する言語は複数の言

それでは会社のホームページ
03 文字化したテキストの保存
作成しているところに打診し
音声認識した言語を翻訳します。 てみますね。このシステムは
テキストは端末に議事録として保存
翻訳する言語は複数の言語から選択
でき、編集・削除ができます。メー
永続的に利用しましょう。

02 翻訳機能

複数端末のライブ音声結果を1画面

で共有・閲覧できます。端末やPC
上で閲覧、修正、保存ができます。
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自立コム
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渋谷マークシティ

国道２４６

渋谷駅

渋谷区円山町２８４
大場ビル A 館５階
1F : モスバーガー

