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体験用生活用具一覧（２０１４年１０月現在） 

 

時計・計測器    

１ 触読式腕時計(シチズン製）／文字盤白色／メタルバンド／シルバー   

２ 触読式腕時計（セイコー製）／女性向け／文字盤紺色／メタルバンド／シルバー 

３ ストップウォッチ付音声腕時計（セイコー製）／メタルバンド／シルバー   

４ ストップウォッチ付音声腕時計 (セイコー製）／牛革バンド／ワインレッド   

５ トーキングウォッチ角型    

６ ポケットトーク(セイコー製）   

７ 音声時計キーホルダー型   

８ 音声置時計ピラミッドトーク（セイコー製）   

９ 音声置時計トークライナー（セイコー製）   

１０ 触読式振動時計 メテオ   

１１ 三角定規・分度器・分まわしセット   

１２ 触読用ものさし（弱視共用）   

１３ ひも式メジャー   

１４ 音声メジャー 

１５ 時計付き小型音声電卓   

１６ そろばん   

１７ 多機能音声体重計   

１８ 音声血圧計／腕に巻くﾀｲﾌﾟ   

１９ 音声血圧計／円筒型に腕を入れるﾀｲﾌﾟ   

２０ 音声付体温計／けんおんくん   

    

調理器具    

２１ 計量ポットさじかげん   

２２ 計量カップ（3 個組）   

２３ 計量ポット プッシュワン   

２４ 液体プルーブ（液体計測器 音と振動で伝える）   

２５ 砂糖入れ   

２６ 置いて使える計量スプーン（4 本組）   

２７ パームピーラー（手のひらに付けて使える皮むき器）   

２８ クッキングオイルスプレー   

２９ トーキングタイマー   

３０ 点字付きタイマー  
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３１ 音声キッチンはかり ビビアン   

３２ らくらく操作のキッチンタイマー   

３３ おろしスプーン（ステンレス製おろし金）   

３４ ひとおしくん（２本セット）   

３５ ワンクリック菜箸   

３６ 計量みそマドラー   

３７ ゆびさきトング   

３８ 白黒両用まな板 ※ジオム社   

    

スポーツ用品・玩具    

３９ サッカーボール（鈴入り）   

４０ ピンポン玉   

４１ ルービックキューブ（触覚記号付）   

４２ 東京スカイツリーパズル（ライト付）   

４３ 大回転オセロ   

４４ 立体囲碁   

４５ トランプ（点字付）   

４６ ウノ（点字付）   

４７ どうぶつしょうぎ   

４８ どこでもハト時計   

４９ 日本地図パズル（点字付）  

５０ 将棋盤セット（木製）   

    

財布    

５１ 小銭入れ（コイン区分仕切り）   

５２ 紙幣・硬貨見分け板   

    

裁縫道具    

５３ 糸通し エスコートⅡ   

    

便利商品    

５４ 音声色彩判別装置カラリーノ   

５５ ユニプルグ ３個セット（弱い力でもコンセントをはずせる）   

５６ 音声方位磁石   

５７ 光メロディーセンサー   

５８ 捜しものメロディーコール 捜せるんです！（親機１台と子機３台のセット）  
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５９ 靴下クリップ ソックスター 20 枚入   

６０ コンパクトミラー（標準と５倍拡大の２つ折式）    

６１ ルーペ付 爪切り   

６２ 取り外せるルーペ付 爪切り   

    

防災用品    

６３ 視覚障害者用防災ｸﾞｯｽﾞ基本セット 日本点字図書館オリジナル   

６４ 視覚障害者用防災ｸﾞｯｽﾞ基本セット 日本盲人会連合オリジナル 

６５ 視覚障害者用防災ベスト（メッシュ製） 日本点字図書館オリジナル 

６６ 視覚障害者用防災ベスト（ナイロン製） 日本盲人会連合オリジナル  

    

ＩＣレコーダ    

６７ タッチ式ボイスレコーダ タッチメモ   

６８ ラジオ付ボイスレコーダ   

    

ラジオ    

６９ 手回し充電 非常用ラジオ   

７０ テレビが聞けるラジオ（アステム製）   

７１ ワンセグオーディオレシーバー（加美電子工業製）   

７２ 地デラジ（エスケイネット製）   

７３ 手元スピーカ付きワンセグラジオ（ツインバード製）   

７４ テレビ音声受信ラジオ（ソニー製）   

    

ロービジョングッズ    

７５ 方眼ノート Ａ４サイズ   

７６ 横書きノート Ａ４サイズ   

７７ 署名押印ガイド    

７８ 宛名書きガイド   

    

卓上式ルーペ    

７９ マルチディスクルーペ 丸型（6 倍）   

８０ LED ライト付 パワーラックス（5 倍）   

８１ バールーペ（2 倍） レッドライン付   

８２ スクリボラックス（2.8 倍） ライト付   

８３ スタンドタイプ ＣＯＩＬ4206（6 倍）   
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手持ち式ルーペ    

８４ ホワイトルーペ 角型（2 倍）   

８５ LED ワイドライトルーペ 角型（3.5 倍）   

８６ LED ワイドライトルーペ 角型（4 倍）   

８７ LED ワイドライトルーペ 角型（5 倍）   

８８ LED ワイドライトルーペ 丸型（7 倍）   

８９ エコルクスプラスモビール 丸型（6 倍）   

    

携帯式ルーペ    

９０ ぶらさげひも付 モビレント（4 倍）   

９１ 名刺型 LED 付 イージーポケット（4 倍）   

９２ ハンディールーペ 角型（3.5 倍）   

９３ メタル小判型ルーペ 3 枚セット（15 倍）   

９４ ペンダントルーペ クリスタル（4 倍）   

    

単眼鏡    

９５ 収納型 マイクロラックス（6 倍）   

９６ 角型 クラブＭ（6 倍）   

９７ 丸型 ＰＫー４（4 倍）   

    

遮光眼鏡    

９８ 遮光オーバーグラス（オレンジ色）   

    

拡大読書器    

９９ 据置型 トパーズ（26 倍～68 倍）   

１００ 携帯型 ルビー（2 倍～14 倍）   

１０１ 携帯型 センスビュー（3.2 倍～13.4 倍）   

１０２ 携帯型 アオキー（1.9 倍～13.6 倍）   

１０３ 音声拡大読書器 よむべえスマイル   

    

活字文書読み上げ装置    

１０４ 音声コード専用読み取り機 テルミー   

１０５ 音声コード読み取り補助アダプタ（携帯電話を装着し位置を固定する台）  

 

点字学習用機器    

１０６ 初心者向け学習器 ブレイルスタディ      


