
点字・点訳関連グッズ
点字器や点字⽤紙,などの点字に関するグッズ

筆記グッズ
⾒やすいノートやサインガイドなど筆記に関するグッズ

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > 購⼊したい > ⽤具・機器⼀覧

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

⽤具・機器⼀覧 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/
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⽣活グッズ
物の識別、健康関連グッズなど⽇常⽣活でよく使うグッズ

時計
⾳声時計や触知式腕時計など時計全般

オーディオグッズ
ポータブルレコーダーやラジオなどのグッズ

調理グッズ
電磁調理器や調味料⼊れなど調理の際に便利なグッズ

⽩杖類
歩⾏時に使う⽩杖関連のグッズ

を開催︕

「ボランティア交流会」を ３
⽉6⽇(⽔)、⽟⽔記念館で開
催。ゲストは、落語家の桂 ⽂
太さんです。

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

⽤具・機器⼀覧 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/
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ライト
歩⾏時にも使⽤できるLEDの懐中電灯

拡⼤読書器（据置型）
⽂字や画像を拡⼤して⾒ることができる卓上型の読書器

拡⼤読書器（携帯型）
持ち運びができる⼩型の拡⼤読書器

拡⼤読書器関連商品
アクリル製 Ａ４サイズの透明な板です。

⾳声・拡⼤読書器
⽂書の読み上げや拡⼤表⽰をする機器類

⽤具・機器⼀覧 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/
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点字ディスプレイ
パソコンの画⾯に表⽰された⽂字情報を点字で表⽰する電⼦機器

パソコンソフト
スクリーンリーダーや画⾯拡⼤などのパソコンソフト

活字⽂書読上げ装置（⾳声コードリーダー）
⾳声コード(ＳＰコード)の情報を読み上げる装置

ゲーム・おもちゃ
点字付きトランプやおしゃべり時計など楽しく遊べるグッズ

⽤具・機器⼀覧 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/
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書籍
点訳や⾳訳に関する書籍

バリアフリー体験グッズ
視野狭窄、⽩濁、中⼼暗点の体験ができるロービジョン体験キット

パソコン関連機器、メモリーカード
キーボードやＳＤカード、ＣＦカード

タブレット・スマートフォン関連グッズ
タブレット・スマートフォン向けのキーボードなど

⽤具・機器⼀覧 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/
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⼀部、取り寄せ品がございます。購⼊ご希望の⽅はこちら

点字器

Ｓ－１８ 標準型点字器（ニモカ）
１８⾏３２マス。ＡＢＳ樹脂製。

8960円(税込)

おすすめ情報

サピエ図書館のご紹介

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 点字・点訳関連グッズ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/
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ＳＦ－２７ 折りたたみ式標準型点字器（ニモカ
）
２つに折りたたみ可能。
定規は１８⾏両⾯書き⽤と２７⾏両⾯書き⽤の２つ付き。

9800円(税込)

Ｐ６点字器（ニモカ）
６⾏３０マス、点筆付き。全４⾊。

880円(税込)

Ｎ６３２⼩型点字器（⽇点）
６⾏３２マス、点筆付き。全６⾊。

1100円(非課税)

だいてん丸
通常より１．２倍⼤きい点字。
４⾏２６マス、点筆付き。全３⾊。

1500円(非課税)

サピエ図書館の紹介動画ができ
ました。サピエ図書館のことを
ご存じの⽅もそうでない⽅も、
ぜひアクセスして下さい︕

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/

2 / 10 2019/01/18 10:54



凸⾯点字器「トツテンくん」
４⾏２６マス、点筆付き。全５⾊。
点字サイズは、通常の１．２倍のＬサイズ。

1500円(税込)

漢点字⽤懐中定規
１マス８点の点字器。４⾏３２マス。※点筆は付いていませ
ん。

3090円(非課税)

点筆

平型点筆（ニモカ）
スチロール樹脂製の転がりにくい形状。

370円(税込)

⽊製点筆（⽇点）
サイズが⼤と中の２種類あり。

1830円(税込)

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/
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点消し棒（⽇点）
Ｎ６３２⼩型点字器に対応。全６⾊。

330円(税込)

点字⽤紙

点字⽤紙 薄⼿（９０ｋｇ）
１セット２００枚⼊り。

380円(税込)

点字⽤紙 厚⼿（１１０ｋｇ）
１セット２００枚⼊り。

470円(税込)

点字⽤紙 厚⼿・２６⽳
１セット２００枚⼊り。

550円(税込)

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/
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エコタック
粘着剤付き透明シート。

40円(税込)

タックペーパー
粘着剤付き透明シート。

40円(税込)

エコタック 名刺サイズ １０枚
粘着剤付き透明シート。

50円(税込)

タックテープ ９ミリ
１巻１０メートル。透明。

360円(税込)

タックテープ １２ミリ
１巻１０メートル。透明。

480円(税込)

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/

5 / 10 2019/01/18 10:54



バインダー

点字⽤紙２０⽳⽤バインダー（並表紙）
表紙材料は⻘⾊のボール紙です。
リングはプラスチック製で、７０枚まで綴じれます。
リングはワンタッチで開閉きます。
８インチ×１０インチ⽤。...

350円(税込)

点字⽤紙２０⽳⽤バインダー（上表紙）
特徴
表紙材料はダイヤスカーフ（表⾯処理した紙製品）と⽩⾊ボー
ル紙を合紙したものです。
表⾯は汚れにくい処理がしてあります。
リングはプラスチック製で７０枚綴じれます。
リングはワンタッ...

520円(税込)

点字⽤紙２６⽳⽤バインダー
特徴
２６⽳点字⽤紙専⽤の２６⽳バインダーです。
表紙は軟質プラスティック製で⾊はアイボリーです。
リングはプラスティック製でワンタンチで開きます。...

530円(税込)

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/
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点字タイプライター・点字ラベル

点字タイプライター テラタイプ
⼩型で軽く持ち運びに便利な点字タイプライター

74,000円(非課税)

点字ラベラー BL-1000
パソコン操作で点字ラベルシールを作成できます。

61560円(税込)

点字ラベラー専⽤点字テープ（２巻１セット）
１巻１０メートル。

1944円(税込)

ブライトーカー アドバンス
⾳声点字タイプライター。

53780円(税込)

その他の点字関連商品

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/
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⽴体イメージプリンター EasyTactix（イー
ジータクティス）
SINKA株式会社

483,840円(税込)

点訳学習７点セット
点字学習テキスト、携帯型点字器、点筆、点消棒、点字⽤
紙、タックペーパー、点字⼀覧表がハードケースの中に
⼊っています。

2050円(税込)

点字キューブ
ルービックキューブのように回して遊べるキーホルダー。

820円(税込)

マスコットブレイル
１⾏６マスの点字ピンが⼊ったキーホルダー。

720円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

点字・点訳関連グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille/
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ノート類

TONE REVERSAL DIARY 2018
⿊紙に⽩⽂字のシンプルな、Ａ5サイズの⼿帳

2,130円(税込)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 筆記グッズ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

筆記グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/writing̲materials/
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TONE REVERSAL NOTE A５

⿊紙のA5サイズのノート

500円(税込)

TONE REVERSAL NOTE B５
⿊紙のノートB5サイズのノート

810円(税込)

⼤きいマス目のノートＡ４版（４ｘ５マス）
１マスが約４５ｍｍ四⽅のノート。

320円(税込)

⼤きいマス目のノートＡ４版（８ｘ１０マス）
１マスが約２５ｍｍ四⽅のノート。

320円(税込)

連情報

復刻版の販売および「朗読劇」
のダウンロードなど、関連情報
をお知らせしています

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

筆記グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/writing̲materials/
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⼤きいマス目のノートＢ５
８ｘ１２マス、１マス約２０ｍｍ四⽅のノート

210円(税込)

⾒やすいノート・Ａ４
⻘・茶の２⾊あり。

320円(税込)

⾒やすいノート・Ｂ５
⻘・茶の２⾊あり。

210円(税込)

⾒やすいノート・Ｂ５ 太罫
罫線間の広いタイプ。
⻘・茶の２⾊あり。

210円(税込)

⾒やすいレポート⽤紙
罫線間が２１ｍｍのレポート⽤紙。
Ｂ５サイズ。

170円(税込)

筆記グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/writing̲materials/
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⾒やすいブラックノート

⽤紙が⿊⾊のＢ５ノート。

320円(税込)

ブラックメモパッド
⽤紙が⿊⾊のメモ帳。

210円(税込)

ホワイトペン
ブラックノートとセットでどうぞ。

150円(税込)

ガイド類

レター⽤墨字ガイド・Ｂ５
縦書き⽤・横書き⽤の２枚セット。

680円(税込)

筆記グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/writing̲materials/
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レター⽤墨字ガイド・Ａ４
縦書き⽤・横書き⽤の２枚セット。

800円(税込)

⼿書き宛名書きガイド
封筒⽤とはがき⽤のセット。

2000円(税込)

⼿書きサインガイド
墨字⽤の⼿書きサインガイド。
材質はプラスチック。

90円(税込)

作図グッズ

⾒やすい定規
30cmの⾒やすい定規。

430円(税込)

筆記グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/writing̲materials/

5 / 7 2019/01/18 13:21



レーズライター
専⽤⽤紙にボールペンでひっかくように書くと、筆跡が浮き上
がります。

3,090円

レーズライター⽤紙・厚⼿⽩⾊
１０枚組。

170円(税込)

レーズライター⽤紙・薄⼿透明
１０枚組。

110円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

筆記グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/writing̲materials/
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⽇常⽣活でよく使うグッズ類です。⼀部、取り寄せ品がございます。

⾊彩識別

カラリーノ
⾊を150通り以上に識別。光度測定機能付き。

47000円(非課税)

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > ⽣活グッズ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

⽣活グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/living/
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物の識別に便利なグッズ

みてみ
ドーム型のスタンプルーペです。

中 16200円(税込)
 ⼩ 12960円(税込)

Ｗａｌｌｅｔ（ウォレット）
紙幣を識別、電⼦マネーカードの残⾼を確認すること
ができる商品です。

62800円(非課税)

タッチボイス
付属のドット付き⾳声シールに録⾳することができる
商品です。

39900円(非課税)

ウッフィー
電池チェッカー。電池の残量を⾳と振動で確認。

9720円(税込)

を開催︕

「ボランティア交流会」を ３
⽉6⽇(⽔)、⽟⽔記念館で開
催。ゲストは、落語家の桂 ⽂
太さんです。

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

⽣活グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/living/
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コインケース

コインホーム
６種類の硬貨が収納できるコインケースです。

1000円(税込)

コインホームプラス
３つ折りの財布の中にコインホームをセットした商品です。

1300円(税込)

コインケース
4種類の硬貨を仕分け。

1890円(税込)

健康関連グッズ
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⾳声⾎圧計 UA-1030T
上腕にカフを巻いて計測する⾳声案内機能付き⾎圧計

9,500円(税込)

⾳声付電⼦体温計 ＭＣ－１７４Ｖ
測定結果と⼿順を、⾳声とブザーでお知らせ。オムロン製。

9000円(非課税)

⾳声体重計 インナースキャンボイス
体重や体脂肪率のほか、筋⾁量、基礎代謝量などを測定。
タニタ製。

15420円(税込)

ＧＰＳボイスコーチ
⾛った距離やペースなどを⾃動的にアナウンスしてくれるナ
ビゲート装置。
※在庫限り

12000円(税込)

⽖やすり
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ナゾーレ
⼸型ガラス製の⽖やすり。

1620円(税込)

かかと・つめ⽤ガラスやすり
ガラス製のかかと・つめ⽤やすり。

1970円(税込)

ガラス⽖やすり
ガラス製の⽖やすり。

目印シール

ロックドット
⼀点突起のある目印シール。6個組。

230円(税込)
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バンボンドット
半球形の透明目印シール。16個組。

230円(税込)

ミラー

ＬＥＤ照明付き拡⼤ミラー１０倍
１０倍と１倍の両⾯ミラー
※在庫限り

19440円(税込)

１０倍拡⼤鏡付きコンパクトミラー
折りたたみ式ミラー

960円(税込)

その他の便利なグッズ

⽣活グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/living/

6 / 10 2019/01/18 12:05



Orcam My Eye 2.0
AI視覚⽀援装置
※発売記念キャンペーン実施中

648,000円(税込)

ゴーグル型の視⼒補正⽤ビデオカメラ ｅＳ
ｉｇｈｔマイグラス
ゴーグル型の視⼒補正⽤ビデオカメラです。

1,620,000(税込)

暗所視⽀援機器 ＭＷ１０
暗所視⽀援眼鏡です。

399,600円(税込)他

屋内⽤視覚障害者誘導板 パームライン
発売元 テイクス

800円(税込)他

テープキング
計測結果を⾳声で読みあげるステンレス製のテープメ
ジャーです。

29,160円(税込)
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⾳声⽅位磁⽯ Ｃ２コンパス
８⽅位を⾳声でお知らせします。

13300円(非課税)

イヤホン付⾳声電卓
10ケタ表⽰の⾳声電卓です

5000円(税込)

ＬＥＤライト付きキーホルダー
⼩型ライト付きのキーホルダー

300円(税込)

視覚障がい者向け防災ベスト
災害時に役⽴つ非常⽤品

4600円(税込)

バイブレーションタイマー
セットした時間を⾳または振動で知らせるタイマー

2160円(税込)
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でか⾒えタイマー１００分計
⼤きな表⽰と簡単な操作のタイマー

1000円(税込)

らくらく糸通し
いろんな針にワンプッシュで糸通し

1550円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ページの先頭へ戻る

サイトマップ| サイトポリシー| 個⼈情報保護⽅針| アクセシビリティ⽅針| アクセシビリティ報告| ⽇本ライトハウス基本理念
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⾳声式腕時計

ボイス電波腕時計
⽇本初登場のアナログタイプ⾳声腕時計（触読不可）です。
※視覚障害者限定の特別価格

13,300円 (税込)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 時計

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

時計 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/watch̲and̲clock/
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ボイス電波腕時計 ソーラー＋リチウム電池

⽇本初登場のアナログタイプ⾳声腕時計（触読不可）です。
ソーラーと電池を併⽤した省電⼒設計です。
※視覚障害者限定の特別価格

15,000円(税込)

セイコー ⾳声式腕時計 ＳＢＪＳ０１０
⾳声ガイダンス付きクオーツ腕時計。⾊はワインレッド。

16400円(税込)

セイコー ⾳声式腕時計 ＳＢＪＳ００９
⾳声ガイダンス付きクオーツ腕時計。⾊はブラック。

16400円(税込)

セイコー ⾳声式腕時計 ＳＢＪＳ００１
⾳声ガイダンス付きクオーツ腕時計。⾊はシルバー。

14900円(税込)

連情報

復刻版の販売および「朗読劇」
のダウンロードなど、関連情報
をお知らせしています

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

時計 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/watch̲and̲clock/

2 / 7 2019/01/18 12:06



トーキングウォッチ・角型
⾊はブラック。

2,030円(税込)

触知式腕時計

セイコー 触知式腕時計（紳⼠⽤）
⽩地／紺地。

12600円(非課税)

セイコー 触知式腕時計（婦⼈⽤）
⽩地／紺地。

12600円(非課税)

シチズン 触知式腕時計
１２時・３時・６時・９時の目盛りは凸点２個
その他の目盛りは凸点１個で表⽰

13000円(非課税)
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置時計ほか

セイコー トークライナーＤＡ２０６
⾳声電波時計。

6780円(税込)

シチズン パルデジットボイスⅡ
⾳声電波時計

6000円(税込)

セイコー ポケットトークＤＡ２０８Ｋ
カード型の電波時計です。

6780円(税込)

シチズン パルデジットガイド
折りたたみ式⾳声時計です。

3,400円
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キーホルダー付き⾳声時計
キーホルダー型の⾳声時計。

1200円(税込)

⾒やすい電波時計
⾒やすいデジタル置時計です。⾳声機能はついていません。
⼤ ８６４０円 ⼩ ５４００円（税込）

振動時計

メテオ
振動で時間がわかる時計

10800円(税込)

触感時計 タックタッチ
腕時計型 １３,８２４円（税込）
ストラップ型 １２,９６０円（税込）

時計 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/watch̲and̲clock/

5 / 7 2019/01/18 12:06



ポータブルレコーダー

Ｂｌａｚｅ ＥZ（ブレイズ イージー）
発売元 エクストラ

118,800円(税込)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > オーディオグッズ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶
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Ｂｌａｚｅ ＥＴ（ブレイズ イーティー）

発売元 エクストラ

118,800円(税込)

プレクストークＰＴＮ３
卓上型再⽣専⽤機

48000円(非課税)

プレクストークポータブルレコーダーＰＴＲ３
卓上型録⾳再⽣機

85000円(非課税)

プレクストーク リンクポケット
携帯型録⾳再⽣機。
「サピエ」に直接接続ができます。

85000円(非課税)

連情報

復刻版の販売および「朗読劇」
のダウンロードなど、関連情報
をお知らせしています

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ
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プレクストークポケット ＰＴＰ１
携帯型録⾳再⽣機。

※現在、メーカー在庫切れです。次回⼊荷は9⽉中旬の予定
です。

41040円(非課税)

ラジオ

テレビが聞けるラジオ
FM/AM、ワンセグ放送が受信できるラジオです。
※現在、在庫切れです。次回⼊荷は2019年4⽉頃の予定で
す。

29000円(税込)

メモリーカード

ＳＤカード
４ＧＢ ︓１２００円（税込）
８ＧＢ ︓１６００円（税込）
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１６ＧＢ︓２２００円（税込）
３２ＧＢ︓２８００円（税込）

ＣＦカード（ＰＴＲ２、ＤＲ－１⽤）
４ＧＢ ︓４，８６０円（税込）
※在庫限りで販売終了となります。ご了承ください。

デジタル録⾳機

項目が⾒つかりませんでした。

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ページの先頭へ戻る
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調理時や⾷卓等で使えるグッズ類です。⼀部、取り寄せ品がございます。
価格は税込み表⽰しています。

電磁調理器

パナソニック製 ＫＺ-ＨＰ１１００
ボタン操作部に点字表⽰あり。
切り忘れ防⽌などの安全機能付き。

28800円(税込)

おすすめ情報

サピエ図書館のご紹介

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 調理グッズ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

調理グッズ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/cooking/
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キッチンスケール

⾳声キッチンスケール ビビアン
ハイジの⾼機能版。目標計量、タイマー機能、個数カウン
ターなどの機能あり。
※メーカー在庫切れ。次回⼊荷は8⽉下旬予定。

28000円(非課税)

⾳声キッチンスケール ハイジ
計量した数値を⾳声で読み上げ。
風袋引き計算、加算計量も可能。

24000円(非課税)

調味料⼊れ他

⽴つしゃもじ
⽴つしゃもじ ５００円（税込）
⽴つお弁当しゃもじ ３９０円（税込）

サピエ図書館の紹介動画ができ
ました。サピエ図書館のことを
ご存じの⽅もそうでない⽅も、
ぜひアクセスして下さい︕

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ
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さじかげん

⼀押し１０ｃｃと１５ｃｃの液体調味料⼊れ。

450円(税込)

プッシュワン
⼀押し０．４ｃｃの液体調味料⼊れ。

830円(税込)

液体調味料⼊れ ひとおしくん
⼀押し⼩さじ１杯分。２個セット。

780円(税込)

レンジマジックトレー
電⼦レンジ専⽤。熱くならないトレー。

1000円(税込)

⽩⿊両⽤まな板
⽩⿊両⾯の抗菌まな板。

2000円(税込)
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歩⾏時に使う⽩杖関連のグッズです。
価格は税込み表⽰しています。

直杖

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > ⽩杖類

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

⽩杖類 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/white̲cane/
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オリジナル直杖Ⅱ
オリジナルの直杖。グリップは⻘・⾚・⿊の３種類。

5200円(非課税)

マイケーン（直杖）
アラミド繊維強化樹脂製。
ゴムグリップ    ６,０００円（非課税）
フィットグリップ  ６,０００円（非課税）
カーボングリップ  ９,０００円（非課税）

ＣＧケーン（直杖）
アルミ合⾦＋カーボンシャフト
※価格は、ストレートチップの価格です。

7020円(税込)

を開催︕

「ボランティア交流会」を ３
⽉6⽇(⽔)、⽟⽔記念館で開
催。ゲストは、落語家の桂 ⽂
太さんです。

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ
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携帯⽤

アドバンテージ
折りたたみ式。ブラックカーボン製。

6560円(非課税) 

マイケーン（折りたたみ）
折りたたみ式。アラミド繊維強化樹脂製。
ゴムグリップ    ７,２００円（非課税）
フィットグリップ  ７,２００円（非課税）
カーボングリップ  １０,５００円（非課税）

ＣＧケーン（折りたたみ式）
アルミ合⾦製
※価格は、ストレートチップの価格です。

6480円(税込)

みちづれ
折りたたみ式。軽⾦属製。

3700円(非課税)
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アルミ４段ケーン
折りたたみ式。軽⾦属製。

4200円(非課税)

シンボルケーン

７連スライドケーン ナビメイト
伸縮式・⾦属製のシンボルケーン

7800円(非課税)

６連スライドケーン クリスメイト
伸縮式・カーボン製のシンボルケーン

6800円(非課税)

パートナー
折りたたみ式。軽⾦属製。

5300円(非課税)

⽩杖類 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/white̲cane/

4 / 9 2019/01/18 12:53



ＩＤケーン
折りたたみ式。ブラックカーボン製。

4200円(非課税)

⾝体⽀持杖

Ｔ型ケーン
伸縮式 4320円（税込）
４点⽀持付き伸縮式 4860円（税込）

けい楽
⾝体⽀持併⽤。
Ｌ型グリップのスライド式、軽⾦属製。

5400円(非課税)

ＳＵケーン
⾝体⽀持併⽤。
ワンタッチで⻑さが調節できます。軽⾦属製。

9000円(非課税)

⽩杖類 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/white̲cane/

5 / 9 2019/01/18 12:53



⽯突き

⽯突き
直杖⽤／折りたたみ⽤、各種。

300円(税込)

マイチップホワイト
しずく型の丸みを帯びた⽯突き

1200円(税込)

パームチップ
引っかかりにくいキノコ形の⽯突き。

3100円(税込)

マシュマロチップ・ローラー式
回転式⽯突き。

1600円(税込)

⽩杖類 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/white̲cane/

6 / 9 2019/01/18 12:53



マシュマロチップ・固定式
引っかかりにくい⼤型⽯突き。

620円(税込)

ジャンボチップ
直径約６.５センチの半球型の⽯突き。

2900円(税込)

付属品

オリジナル直杖⽤シャフトカバー
⽯突きの少し上に取り付けてシャフトを保護します。
オリジナル直杖⽤のみ。

300円(税込)

ＬＥＤライト付きキーホルダー
⼩型ライト付きのキーホルダー

300円(税込)

⽩杖類 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/white̲cane/

7 / 9 2019/01/18 12:53



キーホルダー付きライト
ジェントスの⽩⾊ＬＥＤライトです。

600円(税込)

ベル
⽩杖につけることができる⼩型のベルです。

200円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ページの先頭へ戻る

サイトマップ| サイトポリシー| 個⼈情報保護⽅針| アクセシビリティ⽅針| アクセシビリティ報告| ⽇本ライトハウス基本理念

⽩杖類 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/white̲cane/

8 / 9 2019/01/18 12:53



価格は税込み表⽰しています。⼀部、取り寄せ品がございます。
＊ライト類の替え電球、電池類も扱っております。

ＢＬＵＳＴＥＲ（ブラスター） ＢＲ－1000Ｒ
明るさ950ルーメン（ブーストモード）の充電式ＬＥＤ懐中
電灯。

7200円(税込)

おすすめ情報

サピエ図書館のご紹介

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > ライト

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

ライト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/flashlight/

1 / 4 2019/01/18 12:54



閃 ＳＧ－３３５
明るさ２００ルーメンのＬＥＤ懐中電灯。
※在庫限り

3000円

Ｔ－ＲＥＸ（ティーレックス） ＴＸ－８５０
Ｒｅ
明るさ850ルーメン（Maxモード）のＬＥＤ懐中電灯。

12,000円(税込)

ＮＥＸＥＲＡ（ネクセラ） ＮＥＸ－979Ｒ
明るさ７００ルーメンのＬＥＤ懐中電灯。

8800(税込)

ＮＥＸＥＲＡ（ネクセラ） ＮＥＸ－975Ｒ
明るさ３７０ルーメンのＬＥＤ懐中電灯。

5200(税込)

ＮＥＸＥＲＡ（ネクセラ） ＮＥＸ－971Ｒ
明るさ１３０ルーメンのＬＥＤ懐中電灯。

3500(税込)

サピエ図書館の紹介動画ができ
ました。サピエ図書館のことを
ご存じの⽅もそうでない⽅も、
ぜひアクセスして下さい︕

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

ライト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/flashlight/

2 / 4 2019/01/18 12:54



ＮＥＸＥＲＡ（ネクセラ） ＮＥＸ－903Ｄ
明るさ１８０ルーメンのＬＥＤ懐中電灯。

2600(税込)

ＬＥＤライト付きキーホルダー
⼩型ライト付きのキーホルダー

300円(税込)

キーホルダー付きライト
ジェントスの⽩⾊ＬＥＤライトです。

600円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ライト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/flashlight/

3 / 4 2019/01/18 12:54



価格は税込み表⽰しています。
⼀部展⽰していないものもあります。また、商品は取り寄せになります。

トパーズ ＨＤアドバンス
インサイト

198,000円(非課税)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 拡⼤読書器（据置型）

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

拡⼤読書器（据置型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/video̲magnifier/

1 / 5 2019/01/18 12:55



クリアビューＣ ＨＤ２２
システムギアビジョン

226,000円(非課税)

クリアビューＣ Ｏｎｅ ２２
システムギアビジョン

198,000円(非課税)

ＮＶＳ－Ｘ１
ナイツ

198,000円(非課税)

メーリンＨＤ
⽇本テレソフト

198,000円(非課税)

アームカメラ

連情報

復刻版の販売および「朗読劇」
のダウンロードなど、関連情報
をお知らせしています

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

拡⼤読書器（据置型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/video̲magnifier/

2 / 5 2019/01/18 12:55



オニキスデスクセットＨＤ
インサイト

213,000円(非課税)

アクロバットＨＤ
⽇本テレソフト

198,000円(非課税)

アクロバット ＨＤアームタイプ
⽇本テレソフト

198,000円(非課税)

折りたたみ可能

メゾ・フォーカス
システムギアビジョン

198,000円(非課税)

拡⼤読書器（据置型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/video̲magnifier/

3 / 5 2019/01/18 12:55



トパーズＰＨＤ
インサイト

198,000円(非課税)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ページの先頭へ戻る

サイトマップ| サイトポリシー| 個⼈情報保護⽅針| アクセシビリティ⽅針| アクセシビリティ報告| ⽇本ライトハウス基本理念

拡⼤読書器（据置型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/video̲magnifier/

4 / 5 2019/01/18 12:55



価格は税込み表⽰しています。
⼀部展⽰していないものもあります。また、商品は⼀部を除き、取り寄せになります。

７インチ以上

クローバー７Ｓ
システムギアビジョン

198,000円(税込)

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 拡⼤読書器（携帯型）

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

拡⼤読書器（携帯型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/portable̲video̲magnifier/

1 / 6 2019/01/18 12:57



クローバー１０
システムギアビジョン

198,000円(非課税)

トラベラーＨＤ
システムギアビジョン

198,000円(非課税)

ｖｉｓｏｌｕｘ ＤＩＧＩＴＡＬ（ヴィゾ・
ルクス・デジタル）ＨＤ
株式会社エッシェンバッハ光学ジャパン

194,400円(税込)

ルビーＨＤ ７インチ
インサイト

198000円(非課税)

アミーゴ ＨＤ
⽇本テレソフト

198000円(非課税)

を開催︕

「ボランティア交流会」を ３
⽉6⽇(⽔)、⽟⽔記念館で開
催。ゲストは、落語家の桂 ⽂
太さんです。

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

拡⼤読書器（携帯型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/portable̲video̲magnifier/

2 / 6 2019/01/18 12:57



アイ-ラビュー７ フルＨＤ
アメディア

198000円(非課税)

５〜６インチ

コンパクト ６ＨＤ
システムギアビジョン

198,000円(非課税)

Ｐａｎｇｏｏ（パングー）5.5ＨＤ
ラビット
2年保証 118,000円（非課税
5年保証 157,000円（非課税）

ルビーＨＤ ５インチ
インサイト

197400円(非課税)

拡⼤読書器（携帯型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/portable̲video̲magnifier/

3 / 6 2019/01/18 12:57



４．３インチ

クローバー４
システムギアビジョン

39800円(非課税)

ｉＶｉｅｗ（アイビュー）４．３
ラビット

54000円(非課税)

ペブルＨＤ ベーシック
⽇本テレソフト
２年保証  99，800円（非課税）
４年保証  119，800円（非課税）

ルビーＨＤ ４．３インチ
インサイト

167400円(非課税)

拡⼤読書器（携帯型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/portable̲video̲magnifier/

4 / 6 2019/01/18 12:57



３．５インチ以下

クローバー３
システムギアビジョン

29800円(非課税)

ぺブルミニ
⽇本テレソフト

34800円(非課税)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ページの先頭へ戻る

拡⼤読書器（携帯型） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/portable̲video̲magnifier/

5 / 6 2019/01/18 12:57



拡⼤読書器⽤アクリル板
アクリル製 Ａ４サイズの透明な板です。ページ押さえとして
使⽤できます。

1620円(税込)

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 拡⼤読書器関連商品

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

拡⼤読書器関連商品 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/relevant̲video̲magnifier/

1 / 3 2019/01/18 12:58



価格は税込み表⽰しています。商品は取り寄せになります。

クリアリーダープラス
システムギアビジョン

198000円(非課税)

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > ⾳声・拡⼤読書器

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

⾳声・拡⼤読書器 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/document̲reader/

1 / 3 2019/01/18 12:59



快速よむべえ
株式会社アメディア

198000円(非課税)

よむべえスマイル
販売元︓アメディア

198000円(非課税)

よみあげ名⼈
販売元︓アイネット

198000円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

を開催︕

「ボランティア交流会」を ３
⽉6⽇(⽔)、⽟⽔記念館で開
催。ゲストは、落語家の桂 ⽂
太さんです。

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

⾳声・拡⼤読書器 - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/document̲reader/

2 / 3 2019/01/18 12:59



価格は税込み表⽰しています。⼀部、取り寄せ品がございます。

ブレイルセンスポラリスミニ
最先端の点字ディスプレイ コンパクトサイズ

429,840円(税込)

おすすめ情報

2018年度ボランティア交流会

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 点字ディスプレイ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

点字ディスプレイ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille̲display/

1 / 4 2019/01/18 12:59



ブレイルセンスポラリス
最先端の点字ディスプレイ

599,000円(非課税)

ブレイルメモスマート４０
点字ディスプレイ。
ブルートゥース機能搭載。

380000円(非課税)

ブレイルメモスマート１６
⼩型点字ディスプレイ。
ブルートゥース機能搭載。

289000円(非課税)

ブレイルセンスＵ２
点字ディスプレイ。

580000円(非課税)

ブレイルセンスオンハンド Ｕ２ミニ
⼩型点字ディスプレイ。

383500円(非課税)

を開催︕

「ボランティア交流会」を ３
⽉6⽇(⽔)、⽟⽔記念館で開
催。ゲストは、落語家の桂 ⽂
太さんです。

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

点字ディスプレイ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille̲display/

2 / 4 2019/01/18 12:59



清華バージョン５
⼩型点字ディスプレイ

218000円(非課税)

清華ミニ
超⼩型点字ディスプレイ

158000円(非課税)

購⼊ご希望の⽅はこちら

⽤具・機器⼀覧

ページの先頭へ戻る

サイトマップ| サイトポリシー| 個⼈情報保護⽅針| アクセシビリティ⽅針| アクセシビリティ報告| ⽇本ライトハウス基本理念

点字ディスプレイ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/braille̲display/
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＊掲載価格は個⼈のお客様対象の価格です。法⼈様の場合、価格が異なる場合がありますの
で、ご注意ください。また、商品は取り寄せになります。

スクリーンリーダー（画⾯⾳声化ソフト）

JAWS 2018
Windows 10/8/8.1/7対応。 発売元︓エクストラ

153,360円(税込)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > パソコンソフト

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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PC-Talker 10
Windows 10対応。発売元︓⾼知システム開発

41040円(税込)

PC-Talker 8 Ⅲ
Windows 8および8.1対応。 発売元︓⾼知システム開発

41040円(税込)

PC-Talker 7 Ⅴ
Windows 7のみ対応。 発売元︓⾼知システム開発

41040円(税込)

画⾯を⾒やすくするソフト

ZoomText 11.0 Magnifier
画⾯拡⼤ソフト
発売元︓エクストラ

85,320円(税込)

連情報

復刻版の販売および「朗読劇」
のダウンロードなど、関連情報
をお知らせしています

関連施設

おすすめ情報⼀覧へ

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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目がらっく Version2.0
画⾯をコントラスト変換して表⽰。 発売元︓クーピー

16,200円

ワープロソフト

MyWord 7
発売元︓⾼知システム開発

メールソフト

MyMailⅤ
発売元︓⾼知システム開発

DVD版 21,600円(税込)
Web版 19,440円(税込)

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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ホームページ閲覧ソフト

MyNews2018
ネットニュース読み上げソフト。

発売元︓⾼知システム開発

DVD版 23,760円(税込)
ウェブ版 21,600円(税込)

※5年間の新規価格

NetReaderⅡ
発売元︓⾼知システム開発

30240円(税込)

NetReaderⅡ・YouTubeアドイン
発売元︓⾼知システム開発
2年間ライセンス

3240円(税込)

MyDicⅡ
インターネット辞書検索ソフト。
発売元︓⾼知システム開発

21600円(税込)

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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活字読み取りソフト（ＯＣＲソフト）

MyRead 7
発売元︓⾼知システム開発

62640円(税込)

とうくん
発売元︓アイフレンズ

64800円(税込)

らくらくリーダー 2
発売元︓アイネット

72450円(税込)

点字関連ソフト

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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Extra for Windows Ver.7
⾃動点訳・点訳⽀援ソフト。 発売元︓エクストラ

82080円(税込)

点字編集システム７
パッケージ版 12,960円
点字⽂書作成・編集ソフト。
発売元︓テクノツール

12960円(税込)

BrailleWorks
新PC-Talkerシリーズでお使いいただけるオプションソフトで
す。 発売元︓⾼知システム開発

30240円(税込)

ブレイルブリッジ for Windows Ver. 2.10
点字・すみ字⾃動変換ソフト。 発売元︓ニューブレイルシス
テム

54000円(税込)

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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ブレイルスター for Windows Ver. 4
点字エディタ。 発売元︓ニューブレイルシステム

54000円(税込)

その他

MyBookⅤ
読書システム。 発売元︓⾼知システム開発

41040円(税込)

My Access（アドボイス７）
宛名書き住所録ソフト。発売元＝⾼知システム開発

41040円(税込)

MyDoctorⅡ
健康・医療情報検索・閲覧ソフト。 発売元︓⾼知システム開
発

21600円(税込)

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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MyRouteⅡ
路線や暮らしの情報検索ソフト。 発売元︓⾼知システム開発

21600円(税込)

NetPLEXTALK Pro
DAISY再⽣ソフト。 発売元︓シナノケンシ

11880円(税込)

PRS Pro
⾳訳者向けデイジー図書制作ツール。
発売元︓シナノケンシ

19440円(税込)

らくらく予定帳2
予定をらくらく管理。 発売元︓アイネット

27300円(税込)

購⼊ご希望の⽅はこちら

パソコンソフト - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/pc̲software/
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価格は税込み表⽰しています。
⼀部展⽰していないものもあります。また、商品は取り寄せになります。

テルミー
⾳声コードの情報を読み上げます。

99800円(非課税)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > 活字⽂書読上げ装置（⾳声コードリーダー）

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

活字⽂書読上げ装置（⾳声コードリーダー） - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/code̲reader/

1 / 3 2019/01/18 15:36



⽴体囲碁アイゴ
表⾯が⼗九路盤で裏⾯が九路盤として使える囲碁盤です。

13,680円(税込)

ライオンのおしゃべり温湿度計
おしゃべりと光で温度と湿度を知らせてくれるライオンの形
のおもちゃです。

3,200円(税込)

おすすめ情報

ヘレンケラー⼥史特別企画・関

現在の場所:  ホーム > ⽤具・機器⼀覧 > ゲーム・おもちゃ

本⽂へ | ⽂字サイズ︓拡⼤ 標準 | 背景︓⿊ ⽩ 標準 画像反転|

検索 問合せ先⼀覧 交通案内

図書を読みたい
点訳・録⾳

購⼊したい
⽤具・機器

相談したい
各種相談

習いたい
講習会・体験会

施設案内 ボランティア 刊⾏物 ご寄附のお願い 受注・講師派遣 研究事業

購⼊したい

⽤具・機器の購⼊

⽤具・機器⼀覧

カタログダウンロード

⾒えない⽅・⾒えにくい⽅
向けメニュー ▶

ゲーム・おもちゃ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/toy/
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アラビアの壺
記憶と⾳を頼りに遊ぶボードゲームです。

6800円(税込)

⼤回転オセロ
盤とオセロ⽯が⼀体になったオセロです。

3000円(税込)

点字付きトランプ
カードの左上角と右下角に絵柄と数字を点字で表⽰。

1290円(税込)

⽤具・機器⼀覧

連情報

復刻版の販売および「朗読劇」
のダウンロードなど、関連情報
をお知らせしています

関連施設

ページの先頭へ戻る

おすすめ情報⼀覧へ

ゲーム・おもちゃ - ⽇本ライトハウス情報⽂化センター http://www.lighthouse.or.jp/iccb/shops/index̲shops/index̲items/toy/
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