
お問い合わせは上記の店舗または、
お近くのヨネザワへ

福祉機器相談窓口

ヨネザワは、福祉法に基づく
様々な福祉機器を取り扱っています。

福祉機器のご案内

福祉法では、身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、

メガネや補聴器、拡大読書器、ファックスなどの

福祉機器を交付する制度があります。

ヨネザワでは、各市町村と交付契約を結び、

ご要望にお応えできる福祉機器を取り揃え、

皆様の快適な生活をサポートする万全の体制を整えております。

2021.05

【 熊 本 県 】

【 福 岡 県 】

【 佐 賀 県 】

【 長崎県】

本 店

玉 名 築 地 店

武 蔵 ヶ 丘 店

阿 蘇 店

八 代 松 江 店

宮 ノ 陣 店

イ オ ン 戸 畑 店

今 宿 店

イ オ ン 原 店

佐 賀 本 店

浜 町 店

イオンタウン長与店

東 諫 早 店

島 原 店

大村空港通り店

佐世保四ヶ町店

TEL.096-383-5111

TEL.0968-76-7810

TEL.096-339-3939

TEL.0967-23-4710

TEL.0965-35-7422

TEL.0942-36-6611

TEL.093-616-6628

TEL.092-805-7888

TEL.092-400-0073

TEL.0952-27-7401

TEL.095-816-2005

TEL.095-801-2227

TEL.0957-35-5163

TEL.0957-65-5080

TEL.0957-27-3588

TEL.0956-24-7855

【 大 分 県 】

【 宮 崎 県 】

【鹿児島県】

【山口県】

大 分 中 央 店

ゆめタウン別府店

清 武 加 納 店

都 城 広 原 店

延 岡 日 の 出 店

天文館鹿児島本店

鹿 屋 札 元 店

イオンタウン周南久米店

下 関 東 駅 店

TEL.097-513-5922

TEL.0977-27-1591

TEL.0985-84-4720

TEL.0986-26-6300

TEL.0982-22-1868

TEL.099-216-8735

TEL.0994-41-5050

TEL.0834-34-0307

TEL.083-223-2538

※福祉機器は、ヨネザワ全店で取り扱っております。



◎ ヴェルジネ（東海光学）フレームカラーラインナップ

光過敏やコントラストの喪失、暗順応低下など、
眼疾患から目を守るカラーレンズ ※網膜色素変性症の方が対象です。遮光眼鏡

￥20,000（非課税）

※写真はイメージです

視覚部門 視覚部門

※ＣＣＰレンズにて度付き対応致します。（レンズ代・加工別途）　※フレームサイズは�サイズになります。

サイズ：��mm サイズ：��mm 

※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ CCP（東海光学）カラーバリエーション

◎ レチネックスカラーバリエーション
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1.視覚障害により身体障害者手帳を取得していること。
2.羞明を来していること。
3.羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療方法がないこと。
4.補装具費支給事務取扱指針に定める眼科による選定、処方であること。
5.「補装具」「医師の意見書」が必要。

まぶしさを抑え、コントラストを高める優れた遮光フィルターレンズです。

機能に裏付けられた独特のフレームデザイン。
日常生活からアウトドアなど
活躍の場はオールマイティです。

前掛式 度入りレンズ

ハードコート2枚 …………………………………￥11,000（非課税）
乱視付 ……………………………………………￥15,300（非課税）

TYPE�:FTYPE�:M
ガンメタリック マットボルドー

◎ viewnal by STGフレームカラーラインナップ

￥10,000（非課税）

サイズ：��mm TYPE:M
ブラック

マッドローズ

サイズ：��mm TYPE:F
ダークレッド

マッドブラウン

サイズ：��mm TYPE:K
フロント：ココア  テンプル：バニラ

前掛式（クリップオン）
お手持ちのフレームなどに取り付ける
ことが可能です。

オプション

（一部装着できない場合があります）

◎ CCP���（東海光学）カラーバリエーション
400mm以下の眩しさを感じる青色の波長をカットし、屋内でも使いやすいカラーです。

「光がまぶしい、コントラストがはっきりしない・・・」という方に。

ハードコート………………………………………￥17,800（非課税）
プロガードコート…………………………………￥21,500（非課税）

レチネックスは遮光眼鏡です。ご購入される場合には、国から補助金の制度があります。
身体障害者福祉法の規定に基づき、遮光眼鏡を購入される場合、補助が受けられる制度があります。受けられる条件は、「➀身体障害者手帳（視覚障害�～�級）を所持
している事。➁視覚障害者であり、遮光眼鏡が必要であると認められた方」となっています。詳しくは、居住地の福祉事務所の障害福祉課でご相談ください。

光過敏、光羞明、コントラ
ストの低下しがちな方の
見え方イメージ

レチネックスカラー
YEタイプ装用時の
見え方イメージ

レチネックスカラー
REタイプ装用時の
見え方イメージ

レチネックスグラス
レンズカラー レンズカラー レンズカラー

レンズカラー

レンズカラー

レンズカラー

レンズカラー

レンズカラー

レンズカラー レンズカラー

※本製品は光量不足で視力が低下する場合があり、夜間や夕暮れ時の運転には使用しないでください。
※本製品は視力補正用眼鏡ではない為、視力補正が必要な場合、別途視力補正用レンズの購入が必要です。詳しくは販売店にお尋ねください。
※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。○フレームカラーおよびレンズカラーは印刷のため実際とは異なります。

レンズカラー レンズカラー

遮光眼鏡の補助基準額（参考 平成��年�月��日現在）
前掛式／￥21,500　眼鏡 平面・球面／￥30,000、乱視￥34,200　　※全額は基準額です。支給額は納税額や在住の市町村によって異なります。

レンズカラー

LY

YL

OY

RO

�.��PGC �.��HC
視感透
過率

64％

55％

41％

21％

透過率レンズカラー

RE

OR

PY

OO

YG

SYD

SY

31％

47％

64％

66％

65％

72％

84％

夜間運転
適合

×

×

×

×

×

×

〇

運転適合

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

透過率レンズカラー

YE

OB

YB

OBL

BY

DGD

DG

75％

12％

28％

52％

55％

28％

53％

夜間運転
適合

×

×

×

×

×

×

×

運転適合

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

透過率レンズカラー

GN

GYD

GY

OG

PUD

PU

PN

64％

32％

43％

55％

38％

50％

72％

夜間運転
適合

×

×

×

×

×

×

×

運転適合

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

￥15,000（非課税）

夜間運転
適合

×

×

×

×

運転
適合

×

×

×

×

視感透
過率

60％

53％

39％

19％

夜間運転
適合

×

×

×

×

運転
適合

×

×

×

×

レンズカラー

BR

OG

YG

UG

�.��PGC �.��HC
視感透
過率

33％

50％

34％

22％

夜間運転
適合

×

×

×

×

運転
適合

×

×

×

×

視感透
過率

32％

46％

32％

21％

夜間運転
適合

×

×

×

×

運転
適合

×

×

×

×

レンズカラー

AC

SP

TS

NA

FL

CH

�.��PGC �.��HC
視感透
過率

85％

81％

85％

78％

52％

34％

夜間運転
適合

○

○

○

○

×

×

運転
適合

○

○

○

○

○

○

視感透
過率

81％

76％

81％

74％

51％

32％

夜間運転
適合

○

×

○

×

×

×

運転
適合

○

○

○

○

○

○

レンズカラー

TR

RS

SA

SC

NL

WH

�.��PGC �.��HC
視感透
過率

17％

87％

78％

78％

48％

36％

夜間運転
適合

×

○

○

○

×

×

運転
適合

○

○

○

○

○

○

視感透
過率

16％

83％

75％

68％

46％

33％

夜間運転
適合

×

○

×

×

×

×

運転
適合

○

○

○

○

○

○

レンズカラー

FR

LG

MG

HG

LV

MV

�.��PGC �.��HC
視感透
過率

18％

77％

57％

35％

78％

54％

夜間運転
適合

×

×

×

×

○

×

運転
適合

○

○

○

○

○

○

視感透
過率

17％

75％

54％

32％

72％

50％

夜間運転
適合

×

×

×

×

×

×

運転
適合

○

○

○

○

○

○

前掛式・・・・・・・・・¥21,500
眼鏡（度入り）・・・・¥30,000交付基準額

※乱視付 ¥��,���

【交付対象者】

耐用年数：4年



視覚障がい者用時計
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◎触読式時計

ふたを開けて直に文字盤から
時間を読み取る触読式時計。
正確な時間を指先に伝えます。

音声で時刻を知らせる、デジタル腕時計。 音声で時間とカレンダーを読み上げる機能付き。

3つのボタンを押すことにより、振動の回数
で時間でわかります。針を触るタイプの触
読時計で正確な時間がわかりづらかった
方や、静かな所で音声時計を使いづら
かった方にお勧めです。振動だけで音声は
出ません、日常生活防水付き。

セイコー ポケットトーク DA���K
電波時計なので、正確な日本標準時間電波を受信し、自動
的に正しい時刻を受信します。

※ふたを開けた
　状態です

交付基準:￥10,300

対象等級
2級以上

アメディア メテオ

セイコー
SBJS���
セイコー
SBJS���

視覚部門 視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

ふたを開けて直に文字盤から
時間を読み取る触読式時計。
正確な時間を指先に伝えます。セイコー

SQBR021
セイコー
SQWK029

セイコー
SQWK033

セイコー
SQBR���

セイコー
SQWK���

セイコー
SQWK��� ￥14,000（非課税） ￥11,000（税込）

◎音声式時計 交付基準:￥13,300

セイコー トークライナー DA ���（G・W）
音声合成音で、現在時刻・アラーム時刻をお知ら
せします。

セイコー
SBJS���,SBJS���
セイコー
SBJS���,SBJS���

GRUS 
���-��,���-��
GRUS 
���-��,���-��

GRUS 
���-��,���-��,���-��　　　
GRUS 
���-��,���-��,���-��　　　

AI視覚支援デバイス

OrCam MyEye �（オーカムマイアイ２）
小型カメラが捕らえた文字や、目の前の人の顔、
お札、色、時間などの情報を耳元のスピーカーから
音声で聞くことがでる画期的な製品です。

弊社のビジョン＝人々に力を与えること

お札、色、時間などの情報を耳元のスピーカーから

OrCam MyReader 2

OrCam MyEye 2

小型・軽量で、
お使いの

眼鏡フレームに
取り付けが
可能です

オーカムマイアイ２…………………￥498,000（非課税）
オーカムマイリーダー２……………￥248,000（非課税）

インサイト エンビジョングラス
スマートフォンアプリEnvision AIと連携してOCR文
書読み上げ、風景・色読み上げ、物認識・人認識・
ビデオ通話を行うことができます。
全ての機能を使用するには無線ネットワーク接続
とEnvision AIをインストールしたスマートフォン等
が必要です。

システムギアビジョン
エンジェルアイ スマートリーダー
メガネに装着する読み上げ式読書器。約30gのスピーカー内蔵小型カメラで、撮
影した文字を音声にして読み上げます。原稿を読み上げに最適な位置までガイドす
る、リアルタイムの音声ガイドを搭載しています。原稿の位置が定まると、自動的に
撮影・読み上げを行うので、複雑な操作も一切不要です。

AI視覚支援デバイス

OrCam MyEye �
小型カメラが捕らえた文字や、目の前の人の顔、
お札、色、時間などの情報を耳元のスピーカーから
音声で聞くことがでる画期的な製品です。

弊社のビジョン＝人々に力を与えること

インサイト エンビジョングラス
スマートフォンアプリEnvision AIと連携してOCR文
書読み上げ、風景・色読み上げ、物認識・人認識・
ビデオ通話を行うことができます。

網膜走査型レーザアイウェア
QDレーザ
Retissa Display ２
第2世代の網膜走査型レーザアイウェア。さらなる小型・軽量化を実現し、解
像感が格段に向上し、文字などの判読性がアップ。
近視・遠視・乱視・老眼など、視力に問題があっても、矯正を必要とせず常に
クリアな映像を網膜に投影。PC・タブレット・スマートフォンをHDMI接続する
ことで映像を投影することができます。

治療用メガネの健康保険小児弱視 「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」の治療に使うメガネ・コンタクトは、
公的医療保険が適用されます。

給付対象 申請の方法
年 齢
頻 度

支給上限額

対 象 外

／
／

／

／

�歳未満
�歳未満は、�年に�度
�歳以上は、�年に一度
弱視眼鏡　　　　¥ ��,���（一式）
コンタクトレンズ　¥��,���（一枚）
※この額を上限として７割（または８割）支給されます。
アイパッチ・フレネル膜プリズム

�

�

�
�

治療費支給申請書（ご加入の健康保険申請窓口にあ
ります）
眼科医による治療用メガネ、コンタクトレンズの作成
指示書写し
患者様の検査結果（装用後の視力、眼位等）
購入した治療用眼鏡等の領収書（領収書の日付は、処
方日より後であること）

弱視眼鏡

暗所視支援眼鏡

ViXion MW�� HiKARI
暗所や夜間の低照度環境下において、HOYA開発
の小型高感度カメラで捉えた像をソフトウェアで処
理し、眼鏡部位に設置された有機ELディスプレイに
投影します。

ボディカラー：グレー
アウターレンズカラー：OB

ボディカラー：紺（ネイビー）
アウターレンズカラー：YB

ボディカラー：黒
アウターレンズカラー：YE

HOYA MW�� HiKARIで捉えた画像の明るさと市販のビデオカメラでの違い、各カメラレンズでの見え方の
違いを比較しました。（画像は、同時刻、ほぼ同じ位置で撮影されたものを比較しています）

人の眼に
近い状態

標準カメラ
レンズ

広角カメラ
レンズ市販のビデオカメラ HOYA MW10 HiKARI HOYA MW10 HiKARI

明るさと見え方の比較

※一部の市町村では給付が認められております。各市町村へお問合わせください。

遮光眼鏡レチネックス付　 

携帯型音声式時計

振動式解読時計

音声式置き時計

￥16,500（税込） ￥18,700（税込） ￥15,400（税込）

￥7,700（税込） ￥7,700（税込）

￥14,300（税込）￥13,750（税込）

￥462,000（税込）

￥198,000（非課税）

※文字読み上げ、簡単な手のジェスチャーのみを認識す
るOrCam MyReader 2（オーカムマイリーダー２）もござい
ます。

￥298,000（税込）

￥434,500（税込）

耐用年数：10年

GRUS 
���-��,���-��
GRUS 
���-��,���-��



視覚部門 視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
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弱視眼鏡
◎掛けメガネ式

エッシェンバッハ
ニューロービジョンレンズ
両手が自由に使えるメガネ式で作業時も便利。ルーペに比べて大きな作業空間を確保で
きます。

※その他フレーム等が必要です

（倍率1.65倍～8.80倍）

※3倍率以上 ￥58,500交付基準:￥36,700

ナイツ
PKシリーズ

（税込）

（非課税）

視力矯正用のコンタクトレンズ。
眼科医の処方に従ってお選びいただけます。

視力を矯正する通常のメガネ。
遠用・近用等必要なタイプの
メガネをお選び下さい。

商　品 倍　率 金　額
�.�倍 ￥55,660

近用交換レンズ �D

ハイブリッド ガリレオ
システム 主鏡

�.�倍
近用交換レンズ �D �倍

�.�倍 各
￥12,100近用交換レンズ �D �倍

�倍
�倍

近用交換レンズ �D
近用交換レンズ ��D

�倍近用交換レンズ ��D

近用交換レンズ �D

※その他フレーム等が
　必要です

（税込）

◎焦点調節式単眼鏡

無限遠から近距離ま
でをカバーする単眼
鏡。駅の時刻表、バ
スの中の運賃等を
見る時も大変便利。
日常のあらゆる場
面でご利用下さい。

交付基準:￥17,900

◎コンタクトレンズ
交付基準:￥15,400 ※レンズ1枚単価

◎矯正眼鏡

￥17,600

耐用年数：4年

商　品 倍　率 金　額
PK-� �倍 ￥14,000
PK-� �倍 ￥15,000
PK-� �倍 ￥16,000

PK-�L �倍 ￥25,000
近用レンズ ￥  5,400
遮光フィルター ￥13,000
単眼鏡訓練用
レーザーポインター ￥25,000

近用レンズ ￥  4,000

商　品 倍　率 金　額
�D �倍

��D �.�倍

￥35,090
各

��D �倍
�倍

��D �倍
�倍
�倍
�倍
�倍

��D
��D

��D

��D
��D

￥20,200 ￥24,000
※乱視付 ￥21,800 ※乱視付 ￥24,400 ※乱視付 ￥28,200

6D未満 6D以上10D未満 10D以上

交付基準:

矯正眼鏡・コンタクトレンズ

交付基準額:￥63,100

情報通信支援用具

点字関連グッズ

高知システム開発 
マイニュースネオ
（web版）

簡単な操作でニュースを見や
すく表示して音声で読みあげ
ます。インターネットを使用した
入門ソフトとしても最適です。

インサイト 
ブレイルセンスポラリス
ミニ
Androidを搭載した20マス点字音
声情報端末。従来品の基本機能
に加え、プレイストアからAndroidア
プリを入手することができます。

ラビット
Bluetooth
キーボードRivo�
iPhoneと無線接続し、視覚障が
い者が簡単にかつ正確にス
マートフォンを使用できるよう設
計されいます。

◎点字ディスプレイ
交付基準額:￥383,500

耐用年数:6年

◎パソコンソフト
交付基準額:￥100,000

耐用年数:5年

◎点字タイプライター 耐用年数:5年

アイフレンズ テラタイプ
小型軽量の国産タイプ。書く方法は読む方向と
同方向で、左から右に点字を打ち、打った文字
をすぐに確認できます。

高知システム 
マイニュースパック

ニュース読上げ「マイニュース」、辞書ソ
フト「マイディック」、医療検索「マイドク
ター」、ルートや乗り換え検索「マイルー
ト」4本セット。ご利用に応じたライセン
ス契約となります。

ケージーエス
ブレイルメモスマート
Air��
スリープモードの状態から、約1
秒で起動し、片手で持てるコン
パクトサイズなので、鞄にもすん
なり入れることができます。

高知システム開発
マイメール5
（web版）

PCトーカー対応の
メールソフトです。

高知システム開発
PCトーカーネオ
Windowsの操作を音声で案内するスクリー
ンリーダー。インストールするだけで、お使い
のパソコンが「おしゃべりパソコン」に変身
します。

エッシェンバッハ
ユニビジョン
メガネレンズに貼りつけるだけで簡単です。直径22mmで、
重さ1.1gと超軽量です。

高知システム開発
ネットリーダーネオ
音声で快適にインターネットを楽しめるように、ホームペー
ジから必要な情報を集めて最適化。自由なカーソル移動
で、軽快にホームページを読むことができます。

※ネットリーダーネオ単独での販売はなく、PCとーカーとセット販売
でPCトーカーネオプラスという商品名となります。

高知システム開発
マイブック�

（web版）
デジタル化された書籍を
簡 単 操 作で楽しめる
PC-Talker対応のバリアフ
リー読書システムです。

交付基準額:￥10,400

ニモカ ��マス点字盤
点字用紙1枚分を書くことができる点
字盤を、標準点字盤と呼んでいます。

◎点字器 耐用年数:7年対象等級
2級以上

近用キャップ………………………￥12,100（税込）
装着用パーツ…………………………￥6,270（税込）

「補装具」「医師の意見書」が必要。

1年間ライセンス…………￥8,360（税込）
5年ライセンス…………￥41,800（税込）

（DVD版＋￥3,300）

1年間ライセンス……………………………………………￥4,400（税込）
5年ライセンス……………………………………………￥22,000（税込）

1年間ライセンス……………………￥8,800（税込）
5年ライセンス……………………￥44,000（税込）

買取方式

………￥19,800（税込）
（DVD版＋￥3,300）

1年間ライセンス………………￥8,800（税込）
5年ライセンス………………￥44,000（税込）

1年間ライセンス………￥4,400（税込）
5年ライセンス………￥22,000（税込）

（DVD版＋￥3,300）

￥74,000（非課税）

￥318,000（非課税） ￥398,000（非課税）

ケージーエス
ブレイルメモスマートAir��

紙点字でよく使用される32マスの点
字表示を採用。慣れ親しんだマス数
の為、抵抗なく点字の読みが可能。ス
リープモードの状態から約1秒で起動
し、全ての操作に音声ガイドがあるの
で点字のみの操作に不安がある方で
も安心です。

￥418,000（税込）

￥10,400（非課税）

￥44,000（税込）

ケージーエス
ブレイルメモスマートAir��

紙点字でよく使用される32マスの点
字表示を採用。慣れ親しんだマス数

耐用年数：4年

※iPhoneは、米国およびその他の国で
　登録されたApple Inc.の商標です



視覚部門 視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

◀カバーを
　つけた状態

◀カバーを
　はずした状態

8 9

紙幣差し込みボタンを押す事で音声・ブザー・振動の
いづれかで識別が可能。電子マネーの残高を読み上
げる機能もあります。

テックアイオーサービス（お財布型紙幣識別機）
Wallet

システムギアビジョン
タッチボイス／タッチボイス・プラス
システムギアビジョン
タッチボイス／タッチボイス・プラス
記憶させたい内容をシールに関連付けて簡単に録音、ペンで
シールに触れるだけで録音した内容を読み上げ。５年間品質・
修理保証とバッテリー交換サービス付き。「通常のタッチボイス
のシールに、大きくてわかりやすい「コイン型シール」水洗いに
対応した「洗濯用耐水チップ」を追加しさらに1年の延長保証
がセットとなったタッチボイス・プラスもあります。

視覚障がい者用安全つえ　

歩行時間延長信号機用小型送信機

耐用年数:2年～4年 交付基準額:￥5,734～￥6,635

※交付対象外商品

※自治体により給付対象となる商品に違いがありますので、詳細は自治体にお尋ねください。

マイケーン�
アラミド長繊維強化樹脂製
で、軽量で情報伝達力に優
れた白杖です。杖の長さを
100cm～135cmの中から
お選びください。

アメディア エコカードECB-���
信号の歩行時間を延長することのできる小型のリモオン装置です。2つのボタンのどちらを押しても信号の歩行
者用「青」の時間を延長することができます。

視覚障がい者用ポータブルレコーダー（録音再生）

※地区により交付基準額が違う場合がございます。各市町村の福祉窓口にお問い合わせください。音声機器

シナノケンシ
プレクストークポータブルレコーダー
PTR３は、インターネットに繋ぎサピエから直接音声図書をダウンロード可能。大
出力スピーカー搭載で大きく聞きやすい音声。初心者にも使いやすい簡単カ
バーも付属しています。PTN３は機能を削りお買い求めやすい価格の再生専用機
です。

シナノケンシ
プレクストークリンクポケット
ＰＴＰ�/LINK
無線LANを使用して、デイジー図書の
検索、再生、ダウンロードができます。
また、長時間の録音やCDデータをバ
ックアップすることも可能です。

オムロン　
けんおんくんMC-���V
体温を音声案内ガイドでお知らせ。音声スイッチで検温状態や結果を
お知らせします。

タニタ
体組成計
インナースキャンボイス BC-���
デジタルと音声で体重をお知らせ。微妙な体重の変化をきちんと表示し
ます。

視覚障がい者用体温計
交付基準額:￥9,000

耐用年数:5年 視覚障がい者用体重計
交付基準額:￥18,000

耐用年数:5年交付基準額:￥85,000耐用年数:6年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー（再生専用） 交付基準額:￥35,000耐用年数:6年

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 交付基準額:￥99,800耐用年数:6年

対象等級
2級以上

IDケーン
補助的に使用するシ
ンボルケーン。折り畳
み長が短いのが特徴。
85cm～132cmの中
から選べます。

セガワケーン
カーボンファイバー（複合
繊維素材）を100％使用し
たカーボンパイプに反射式
夜光材を全面に貼り付け。
完全日本製でアフターケア
も万全です。

各種石突き
盲人安全杖先端に付ける石突き
は使い方の違いで各種形状があ
ります。ローラーチップはスライド
テクニックを使用する方に、右端
のパームチップは段差や溝に引
っかかりにくく人気があります。

150以上の色彩ニュアンスを
識別し、色を音声でお知らせ。

システムギアビジョン
カラリーノ

（日常生活用具給付対象品）（日常生活用具給付対象品）

耐用年数:10年 交付基準額:￥7,000紙幣の角を本機のカメラ部分に合わせてボタンを押す
だけで紙幣を読み取り、読み上げます。マナーモード搭載
で、紙幣の識別を音声・バイブレーション・ブザーの3種
類の切り替えが可能、約110ｇの軽量でコンパクトなの
で、外出先のさまざまなシーンで手軽に使用出来ます。

システムギアビジョン
ポータブル
紙幣読み取り機QN-��

録音再生機PTR３…………………￥85,000（非課税）
再生専用機PTN３…………………￥48,000（非課税）

ローラチップ…………￥2,520（税込）
パームチップ…………￥3,300（税込）

￥85,000（非課税）

￥9,000（非課税） ￥16,500（税込）

タッチボイス …………………￥39,900（非課税）
タッチボイス・プラス…………￥59,800（非課税）

￥89,800（非課税）
￥12,000（非課税）

￥30,000（非課税） ￥47,000（非課税）

￥6,630～（非課税）

￥7,200～（非課税） ￥4,200～（非課税）

※福祉申請せず自費での白杖やその他備品類購入の場合、メーカーからの送料が発生することがあります。



・２年保証（要ユーザー登録)

システムギアビジョン
クリアリーダー
プラス

システムギアビジョン
クリアリーダー
プラス

インサイト
オムニリーダー
インサイト
オムニリーダー

・２年保証

日本テレソフト 
スマートリーダー
HD

日本テレソフト 
スマートリーダー
HD

視覚部門

※視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる方が対象です。

視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

10 11

交付基準額 ：¥198,000
対象等級
6級以上視覚障がい拡大読書器

従来の据え置き型拡大読書器のウイークポイントであるアーム位置によ
る制約をなくし、新聞や大型の書物を読むためのスペースを確保。最新
のフルＨＤカメラを採用し、高細密な映像を実現。HDカメラのスタンダー
ドモデル、One22もあります。
・22インチワイド　・3年保証（要ユーザー登録）

蛇行のない日本仕様XYテーブル、フルHDカメラ、大きすぎない20インチ
HDモニターモデルと、24インチ高画質フルHD
モニターモデルからお選びいただけます。折り畳
めるので室内での移動に便利、軽量9.6㎏(24
インチモデル　10.1kg)
・20インチ/24インチ　・3年保証（要ユーザー登録）

システムギア 
ビジョンクリアビューＣ

フルハイビジョン…………￥226,000（非課税）
ハイビジョン………………￥198,000（非課税）

20インチ……………………￥198,000（非課税）
24インチ……………………￥226,000（非課税）

高画質なカメラを使用する事により今まで以上に見
やすく、本体操作もシンプルで使いやすくなりました。
・24インチ　・３年保証

日本テレソフト 
メーリン HD

システムギアビジョン 
メゾ・フォーカス　

HD対応の高解像度カメラにより低倍率でも鮮明
で見やすいので、多くの情報を一度に見ることが
でき、拡大したいものをあまり動かさずに使えます。
・20インチワイドスクリーン　・3年保証

インサイトトパーズ 
HDアドバンス

ディスプレイの昇降装置に工夫を凝らし、読みやすさ
だけでなく自然な姿勢での書きやすさを実現しました。
・21.5インチワイド　・3年保証

ナイツ 
NVS-X�

折りたたみ式でありながらハイビジョンカメラを採用
しくっきり鮮やかな画像が得られます。本体重量は
3.8kgと軽く場所を選ばず持ち運びが可能です。
・12インチ　・２年保証

インサイト 
トパーズPHD

高解像度カメラにより、近くのものから遠くのも
のまで美しく鮮明な拡大画像を表示します。
すっきりとコンパクトで場所を取らず、持ち手が
あるので移動も簡単にできます。
・22インチ　・２年保証

「郵便物や文庫本などの活字文書を簡単な操作で音声で読上げます。
新製品の快速よむべえよりも時間はかかりますが、若干こちらが正確で
す。点字文書の読上げも可能です。
※飾り文字の多い文書、レイアウトが複雑な新聞
などは読み間違ったり順序が変わったりします。
・１年保証／別途有料延長保証あり

日本テレソフト 
アクロバットHD

カメラのアームが330度回転し、広い範囲を拡
大して見ることができます。読みたい部分を強調
するライン機能とマスキング、シェード機能付き。
・20インチ　・１年保証

インサイト 
オニキスデスクセットHD

￥198,000（非課税）

￥213,000（非課税）

￥198,000（非課税）

￥194,400（非課税）

￥198,000（非課税）

￥198,000（税込）

￥198,000（非課税） ￥198,000（非課税）￥198,000（非課税）

￥198,000（非課税）

￥198,000（非課税）

￥198,000（非課税）

￥198,000（非課税）

￥198,000（非課税）

アイメディア 
よむべえスマイル

コンパクトで持ち運びに便利。電源を入れてスキャンボタン
を押すだけで、音声で読み上げる音声読書器。

よみとり器にセットした活字文書を、音声
でよみあげて、拡大表示することができます。
・15.6インチ　・１年保証

アイネット 
よみあげ名人

軽くて
折りたためます

13.3インチの大型モニター、フルHDカメラ装備し
た高細密映像の大型携帯型拡大読書器。左右方
向のスライド機構と前後方向のローラー機構を備
え、ブレのない安定した読書できます。
・13.3インチ　
・２年保証（要ユーザー登録）／別途有料延長保証あり

軽量で使いやすく、外出先でも、値段、メ
ニュー、ラベル、街路標識などを読むことが
できます。本体に映し出した画像を取り込ん
で、保存する事もできます。
・２年保証

カラー文書の発色や白黒化に優れていま
す。７インチ画面ながら軽量（約460ｇ）な
本体としっかり握れるグリップは操作性が
良く、楽に読めるスクロール機能を搭載し
ています。
・10インチ　・５年保証　
・保証期間内バッテリー交換１回無料

システムギアビジョン
トラベラーHD

￥198,000（非課税）
あんしんアフターサービスセット…￥235,000（非課税）

￥198,000（非課税）
あんしんアフターサービスセット…￥235,000（非課税）

遠くも近くもオートフォーカスのHDカメラ
搭載。筆記用スタンド付属で携帯型拡大
読書器なのに文字も書きやすい。
・7インチ　・３年保証

インサイト
ルビーHD �インチ

1,200万画素フルHDカメラ、10インチモニター
を装備した高画質、遠近両用、ミラー機能付の
大型携帯型拡大読書器。重量は軽量710g。望
遠モードは、約6cmから約10ｍまで自動でピント
が合います。
・10インチ　・２年保証（要ユーザー登録）

7インチのLCDモニタに、高細密映像を表示します。 画面を起こすための
スタンド、使いやすい機能別の操作ボタン、残像の少ないハイコントラス
ト画像など、タブレットPCにはない見えにくい
人のために設計された拡大読書器です。 
・7インチワイド　
・３年保証（要ユーザー登録）／別途有料延長保証あり

システムギアビジョン 
クローバー�S

エッシェンバッハ 
ヴィゾ・ルクス・デジタルHD

システムギアビジョン
クローバー１０

日本テレソフト 
アミーゴHD

持ち手を折りたためばポケットに入るコン
パクトなサイズで、ルーペの様に使う事がで
きます。
・2年保証

専用の筆記スタンド付きで､外出先でのサ
インなどに便利です。HD･高解像度カメラ
により、くっきり鮮やかな画質。
・5インチ　・３年保証＋２年サブ保証
・保証期間内バッテリー交換１回無料

インサイト
ルビーHD�インチ

筆記用スタンド

日本テレソフト 
ペブルＨＤ ベーシック

フルハイビジョン………………………￥198,000（非課税）
専用スタンド付きモデル………………￥204,000（非課税）
あんしんアフターサービスモデル ……￥236,000（非課税）

据え置き型
拡大読書器

据え置き型
拡大読書器

据え置き型
拡大読書器

据え置き型
拡大読書器

据え置き型
拡大読書器

簡単な操作で印刷物をOCR機能で読み取り・読み上げ
拡大読書器機能で文書拡大表示や色の切り替えが可能。
※OCR機能は文書のレイアウトや状態、撮影時の環境に
よって内容を正確に読み上げない場合があります
・1年保証

音声
読書器

据え置き型
拡大読書器

音声・拡大
読書器

音声・拡大
読書器

音声
読書器

据え置き型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

携帯型
拡大読書器

据え置き型
拡大読書器

11.6インチのフルHD低反射スクリーンを搭
載。わかりやすい操作ボタンだけでなく、タッ
チ操作で直接画面を触っての操作も可能です。
・11.6インチ　・2年保証

エッシェンバッハ 
ヴィゾルクスデジタルXL FHD

￥198,000（非課税）

携帯型
拡大読書器

￥198,000（非課税）

￥198,000（非課税）

￥99,800（非課税）

￥197,400（非課税）

携帯型読書器に読み上げ機能をプラス。新開
発のアーム式カメラで原稿を撮影し、画面と
音声の両方で確認可能。筆記も可能。簡単操
作でタッチパネル式。イヤホンを接続すると周
囲を気にせず音声を楽しめます。
・10インチ　・２年保証（要ユーザー登録）

システムギアビジョン
コンパクト１０スピーチ

携帯型
拡大読書器

￥226,000（非課税）

耐用年数：8年

簡単な操作で印刷物をOCR機能で読み取り・読み上げ
拡大読書器機能で文書拡大表示や色の切り替えが可能。
※OCR機能は文書のレイアウトや状態、撮影時の環境に



持ちやすく手になじむコンパク
トなボディ。見たいものに置いて
も、かざしても、簡単にズームが
できます。
・3.5インチ　・2年保証（要ユーザー登録）

オプション 別売り「片手でも持ちやすい専用ハンドル」￥1,980（税込）

￥29,800（非課税）

見たいものに置いて拡大、かざして拡大。
4.3インチの大画面でくっきり表示。ボタン
も大きく使いやすい設計です。
・4.3インチ　・２年保証（要ユーザー登録）

￥39,800（非課税）
専用ハンドル付きモデル…￥41,600（非課税）

S������S������

視覚部門 視覚部門※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

12 13

ルーペ
◎シュバイツア　

エルゴラックスMP

明るさ調節白色LED/握りやすいデザイン

非球面ポケットルーペ
エルゴポケット
ケースにたたみ込む、おしゃれで便利な携帯
ルーペ。

品　名 倍　率 価　格

S������ ��D/�倍  ¥�,���

S������ ��D/�倍  ¥�,���

S������ ��D/�.��倍  ¥�,���

S������ ��D/��倍  ¥�,��

S������ ��D/��倍  ¥�,��� （税込）

品　名 倍　率 レンズ径 価　格

（税込）

S������ �.�×/ �D ���×��㎜ ¥��,���

S������ �.�×/ �D ��㎜ ¥��,���

S������ �.�×/��Ｄ ��×��㎜ 　¥��,���

S������ �.�×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

S������ �.�×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

S������ �.�×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

S������ �.�×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

Ｓ������ �.�×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

Ｓ������ �.��×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

Ｓ������ ��×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

S������ ��×/��Ｄ ��㎜ ¥��,���

拡大鏡 ※地区により交付基準額が違う場合がございます。各市町村の福祉窓口にお問い合わせください。 ※地区により交付基準額が違う場合がございます。各市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

電子ルーペ
◎シュバイツア　

システムギアビジョン 
クローバー３

システムギアビジョン 
クローバー�

◎エッシェンバッハ

※レンズは�枚組です。（税込）

単眼用レンズ

品　名 倍　率 価　格

������� �.�倍・�倍 ¥��,���

������� �.�倍・�.�倍 ¥��,���
������� �.�倍・�.�倍 ¥��,���
������� �.�倍・�倍 ¥��,���

������� �倍・�倍 ¥��,���

ラボシリーズ　クリップタイプ
両手を使った細かい作業をするのに最適。さらに目への負担が少ないルーペ。ゆがみの少ない非球面レンズを使用したコンパクトな

高倍率ルーペ。LEDライトが付いたタイプのあります。

ワイドライトルーペ

品　名 倍　率 価　格

（税込）

����-�M �倍 ¥��,���

����-�M �.�倍（角型） ¥��,���

����-�M ４倍（角型） ¥��,���

����-��M ４倍 ¥��,���

����-�M ５倍 ¥��,���

����-�M ６倍 ¥��,���

����-�M ７倍 ¥��,���

����-��M ��倍 ¥��,���

����-��M ��.�倍 ¥��,���

歪みの少ないPXM非球面レンズに、不十分な光の中でも使用できるように、電池を使った光源を内蔵したルーペ。

品　名 倍　率 価　格

（税込）

 ����-�� �倍 ￥�,���

����-�� �倍 ￥�,���

����-���S ��倍 ￥�,���

����-�� �倍（ライト付） ￥�,���

����-�� �倍（ライト付） ￥�,���

����-��� ��倍（ライト付） ￥�,���

モビレント

単眼用レンズ取付例

双眼用レンズ取付例



◎箱型 FMシステム

◎耳かけ型

◎耳あな型

◎骨導型 ◎付属品

交付基準:¥55,800交付基準:¥41,600

交付基準:¥67,300

交付基準:¥9,000

交付基準:¥43,900

交付基準:¥120,000

交付基準:¥87,000 交付基準:¥137,000

マイクロホン

 FM送信機

線音源
スピーカー

聴覚部門 聴覚部門

補聴器

高度難聴用
デジタルで聞きやすく、自動雑音抑
制で、より快適な聞き取りをお手伝い
いたします。

重度難聴用
簡単な操作で、さらに強力なパワー
タイプ。大きな音量が必要な方に最
適です。

高度難聴用
小型で軽量タイプ。耳の後ろにかけ
るので目立ちにくい。

眼 鏡 型
ひろった音をバイブレータで機械的な
振動に変え、直接頭の骨を通して内耳に
伝えます。
※伝音性難聴の方が対象です。

レディメイド オーダーメイド
人気のオーダーメイド。お一人お一人の耳の形と聴こえに合わせて作製します。

重度難聴用
薄型で高出力の耳かけタイプ。低音
部、高音部の音質調整装置付きです。

ボリューム調整などのスイッチが大きく、操作性にすぐれた箱形。上着のポケットに入れて携帯したり、ご家庭での使用に最適です。

耳の後側にかけるタイプの補聴器は、小さいのであまり目立たず負担をかけない軽量タイプ。多彩な性能も大きな魅力です。

イヤモールド
音質調整向上・音もれ防止・脱落防止
に効果があります。

耳あなにすっぽりおさめるタイプの補聴器。一人ひとりの耳の形、聴力に合わせてつくるオーダーメイドと、既製品があります。

※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

コルチトーン
TH38

GNリサウンド
ココCC-V

GNリサウンド
ココCC-PV

再交付の留意点
※詳しくは店頭にてお尋ねください。

耐用年数内での再交付については、使用状況など、充分に現物確認の上、修理が適当なのか再交付が適当なのかを判断します。
※交付を受けた補聴器の修理も対象となります。

聴覚障がい者用装置

14 15

交付基準額:¥71,000

送信機
マイクは話し手の首にかけて
使うほか、補聴器装用者自身
がマイクを持って相手に向けた
り、また話し手の目の前の卓上
に置いたりして、話し手の声を
補聴器に届けることができます。

受信機
受信機は補聴器に接続して使
用します。受信機はお使いの補
聴器に合わせて選ぶ事ができ
ます。
※対応機種は店頭にてお尋ね
下さい。 ロジャーエックス ロジャー

ネックループ
交付については、各市町村にお問い合わせください。

フォナック　
ナイーダ
B30-SP

フォナック　
ナイーダ
B30-UP

オーティコン
エクシード3 SP/UP

シグニア
Contrast HP+

リモコン操作が可能な物も
あります

つなぐだけで
テレビのサウンド
を楽しめる

アステム  アイ・ドラゴン�
地上デジタルチューナー内蔵のCS障害者放送受信機。

￥88,900（非課税）基本セット

※聴覚障がい者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められた方が対象です。

※別途標準工事費￥15,000（税抜）が必要になります。

ミニポケット、
イージーポケット
（いずれも別売）

スマート
コネクト
（別売）

シグニア
Contrast SP+

耐用年数：5年

耐用年数：5年

スピーカーシステム
フォナック DSFシステム
講演会場やセミナー会場などで、全ての方の
聞こえをサポートするスピーカーシステム。こと
ばを聞き取りやすくする線音源スピーカーを
採用し、距離に寄る音の減衰が少なく反響や
残響を抑え明瞭な聞こえを実現しました。

スピーカー…………￥165,000～（税込）
マイクロホン………￥140,800（税込）

ロジャーセレクト
ロジャー

タッチスクリーン
マイク

ロジャーエックス 交付については、各市町村にお問い合わせください。

FMシステムは、話し手の
声をマイクで拾い、FM電
波で聞き手に快適な聞き
とりを実現する補聴器援
助システムです。



ページャ受信器（BE1470）

交付基準:¥87,400 交付基準:¥87,400 

￥

ドアセンサ発信器
（BE1411）

ドアセンサ発信器
（BE1411）

呼び出しボタン
（BE1420）

マルチセンサ発信器
（BE1431）

火災警報発信器
（BE1431F）

ベビーセンサ発信器
（BE1491）

フラッシュ受信器
（BE1441）

アラームクロック受信機
（BE1580）

モバイルフォンセンサ
（BE9250）

無線連動式子器
（SS-2LR-10）

マルチセンサ発信器
（BE1431）

アラームクロック受信機
（BE1580）

発信器

受信器

チャイム音を感知
すると受信器に無
線信号を発信

発信器付きドアチャイム。
室内での呼出装置としても
使用可※雨風に晒される
場所での使用不可

電話／FAXの
着信を感知

火災警報器に
連動し警報を
感知、発信

赤ちゃんの側に置
くだけ。赤ちゃんの
泣き声を感知

強力なフラッシュ
ライトでお知らせ

ベッドシェーカ付き目覚ま
し時計型。フラッシュと徐々
に増幅するアラーム音

振動でお知らせ、ポケットサ
イズ

スマホ・タブレット・
携帯電話などの着
信時の光を感知

充電器（BE1260）

火災報知器

聴覚部門 聴覚部門

聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障がい者用屋内信号装置

ベルマンビジットシステム

※聴覚障がい者�級以上の方（聴覚障がい者のみの世帯および
これに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯）が対象です。

無線接続による屋内信号装置
工事のいらない簡単設置で、信号を受信して、光、ベッドシェイカーの振動、携帯型バイブレータの振動などでお知らせします。

振動や文字で聴覚障がい者の暮らしをサポートします。
来客やFAXの受信などの情報が、家のどこにいても何をしていても知ることができます！

※商品の仕様や価格は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

Ｒ����セット

振動 文字
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対象等級
2級以上

ドアセンサ発信器

呼び出しボタン

マルチセンサ発信器

火災警報発信器

ベビーセンサ発信器

フラッシュ受信器

BE����

BE����

BE����

BE����F

BE����

BE����

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

オプション価格表
型番 内容 価格 型番 内容 価格

●受信器 １（シルウォッチ）
●充電器 １
●送信器 2
（用途は、玄関用、FAX用、呼出用、
携帯着信などから選べます。）

Ｒ����セット

光 音 振動 文字

●受信器 ２
　（シルウォッチ１、シルピカ１）
●充電器 １
●送信器 1

・平型マイクorピンマイクor光センサーor押しボタン　
・ベルフラッシャー＋モジュラーコード　・ACアダプタ：３台

 基本セットには、以下の付属品が含まれます。

※地区により交付基準額が違う場合がございます。
　各市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

振動式時計

※地域によっては交付基準額が異なる場合がございます。
　各市町村の福祉窓口にお問い合わせください。室内安心グッズ

自立コム　
バイブラクオーツJシリーズ
簡単設定でも強力な振動のアナログタイプ。

合計：￥87,400（非課税）

シグニア
パーフェクトドライ　クイックエア
乾燥剤不要で低ランニングコストを実現。急速
ファン乾燥（45分）、45℃を超えない優しい乾
燥で補聴器の大敵水分から守ります。

自立コム　
ジャンボプラス AP
大きく見やすい番号と、ワンタッチの緊急発信
ボタン付き。大音量の着信音とフラッシュで着
信をお知らせします。T-コイルに対応しています。

自立コム　
テレアンプIII　UA��
電話機本体と受話器の間に簡単に接続でき、いつ
でも最適な音量や音程を得ることができます。6つ
の切替スイッチで、ほとんどの家庭用電話機、FAX
兼用機、ビジネスホンなどで利用可能。

補 聴 器 乾 燥 機 電 話 機 電 話 音 量 増 幅 器

アラームクロック受信機

ページャ受信器

ページャ受信器用充電器

モバイルフォンセンサ

無線連動式子器

BE����

BE����

BE����

BE����

SS-�LR-��

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

¥��,���（非課税）

¥�,���（非課税）

¥��,���　（税抜）

￥87,400（非課税）

￥14,300（税込）

￥87,400（非課税）

￥5,500（税込） ￥30,800（税込） ￥8,800（税込）

耐用年数：10年 耐用年数：10年
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給付申請手続きについて
日常生活用具の給付制度を利用して、入手を希望する場合は、次のような手続きが必要となります。

�.身体の欠損又は損なわれた身体機能を捕完、代替するもの
で、障害個別に対応して設計・加工されたもの

�.身体に装着して（装用）して日常生活又は就学・就労に用い
るもので、同一製品を継続して使用するもの

�.給付に際して専門的な知見（医師の判定書又意見書）を要す
るもの

支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基づ
き、市町村が行います。利用者負担は原則�割負担になります。

級別

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視　覚　障　害

１.視力の良い方の眼の視力が0.02以
上0.03以下のもの

２.視力の良い方の眼の視力が0.04か
つ他方の眼の視力が手動弁以下の
もの

１.視力の良い方の眼の視力が0.04以
上0.07以下のもの（２級の２に該当
するものを除く）

２.視力の良い方の眼の視力が0.08か
つ他方の眼の視力が手動弁以下の
もの

視力の良い方の眼の視力が0.08以上
0.1以下のもの（３級の２に該当するも
のを除く）

視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他
方の眼の視力が0.02以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.3以上
0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02
以下のもの

級別

2級

3級

4級

6級

聴　覚　障　害

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジ
ベル以上のもの（両耳全ろう）

両耳の聴力レベルが90デジベル以上
のもの（耳介に接しなければ大声話を
理解し得ないもの）

1.両耳の聴力レベルが80デジベル以上 
 のもの（耳介に接しなければ話声語を 
 理解し得ないもの）
2.両耳による普通話声最良の語音明瞭 
 度が50％以下のもの

1.両耳の聴力レベルが70デジベル以上 
 のもの（40cm以上の距離で発声され 
 た会話語を理解し得ないもの）
2.一側耳の聴力レベルが90デジベル以 
 上、他側耳の聴力レベルが50デジベ 
 ル以上のもの

（500HZ、1000HZ、2000HZの聴力レベルをそれぞれ
a.b.cとして（a+2b+c）÷4で聴力レベルを算出する）

視力の良い方の眼の視力が0.01以下
のもの

級別

2級

3級

4級

5級

視　覚　障　害

1.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80
度以下かつ両眼中心視野 角度が28度以
下のもの 

2.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中
心視野視認点数が20点以下のもの 

1.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80
度以下かつ両眼中心視野 角度が56度以
下のもの

2.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中
心視野視認点数が40点以下のもの

1.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80
度以下のもの

2.両眼開放視認点数が70点以下のもの

1.両眼による視野の2分の1以上が欠けてい
るもの

2.両眼中心視野角度が56度以下のもの
3.両眼開放視認点数が70点を超えかつ100
点以下のもの

4.両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

補装具（以下の3つの要件をすべてみたすもの）

■捕装具の支給

捕装具の支給の流れ

申 請 者

申請（市町村）

見積提出（市町村）

支給決定（市町村）

障害者とヨネザワとの契約（ヨネザワ）

【償還払い方式】費用を全額負担し、後から�割払い戻しを受ける制度
【代理受理方式】費用を�割負担し、ヨネザワが市町村に残りの

　　　　　　　�割を請求する制度

商品のお渡し（ヨネザワ）

支払い

←製作指導・適合判定（更正相談所等指定育成医療機関・保健所）

←意見（更生相談所等指定育成医療機関・保健所）

�.安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
�.日常生活上の困難を改善し、自律を支援し社会参加を促進

するもの
�.製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や

技術を要するもので日常生活品として一般的に普及してな
いもの

日常生活用具（以下の3つの要件をすべてみたすもの）

給付決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基
づき、市町村が行います。利用者負担は市町村が決定します。

※各自治体によって異なる場合がございます。
　詳しくはお近くの福祉事務所へご相談下さい。

■日常生活用具の給付

日常生活用具の給付の流れ

申 請 者

申請（市町村）

見積提出（市町村）

支給決定（市町村）

商品のお渡し（ヨネザワ）

支払い

■志免店

■博多阪急店

■和白店

■長住店

■ワイプラス大野城店

■前原美咲が丘店

■今宿店

■イオン原店

■イオンマリナタウン店

■ウエストコート姪浜店

■くりえいと宗像店

■福津店

■幸袋店

■筑前店

■サンリブ久留米店

■久留米上津店

■イオン小郡店

■宮ノ陣店

■ゆめモール筑後店

■ゆめマートうきは店

■吉井店

■八女店

■ゆめタウン八女店

■大川店

■柳川本町店

■ゆめモール柳川店

■イオンモール大牟田店

■ゆめタウン大牟田店

■大牟田吉野店

■遠賀店

■上津役店

■イオン戸畑店

■ゆめタウン南行橋店

■老司店

■佐賀本店

■鳥栖店

■吉野ヶ里店

■鍋島森田店

■イオンモール佐賀大和店

■ゆめタウン佐賀店

■南佐賀店

■バニーズ三日月店

■フードウェイ多久店

■江北店

■武雄店

■嬉野店

■鹿島ピオ店

■鹿島バイパス店

■唐津市役所前店

■唐津和多田大土井店

■伊万里八谷搦店

■浜町店

■四ヶ町店

■京坪店

■本山店

■日野店

■日宇店　

■大村空港通り店

■イオン大村店

■東諌早店

■イオンタウン諫早西部台店

■島原店

■イオン有家店

■イオン時津店

■時津日並バイパス店

■西友道の尾店

■イオンタウン長与店

■フレスポ深堀店

■五島シティモール店

■■中央店

■津留店

■イオン高城店

■南大分店

■イオン挾間店

■鶴崎店

■米良バイパス店

■別府鶴見店

■ゆめタウン別府店

■竹田店

■佐伯店

■コスモタウン佐伯店

■フレスポ豊後大野店

■サンリブ臼杵店

■宇佐店

■イオンモール三光店

■ゆめタウン中津店

■豊後高田店

■日田インター店

■日田本町店

■本店

■本店補聴器サロン

■下通店

■アミュプラザくまもと店

■健軍店

■日赤通り店

■近見店

■ゆめマート田崎店

■サンリブ清水店

■西廻りバイパス店

■上熊本店

■ゆめタウンはません店

■ゆめマート大江店

■ゆめタウンサンピアン店

■武蔵ヶ丘店

■ヨネザワ補聴器武蔵ヶ丘店

■ゆめタウン光の森店

■嘉島店

■イオンモール熊本店

■菊南店

■アンビー熊本店

■植木店

■荒尾万田店

■あらおシティモール店

■ゆめマート玉名店

■玉名築地店

■菊池店

■菊池キャニオン店

■山鹿店

■鹿本店

■大津店

■阿蘇店

■宇土店

■宇土松原交差店

■松橋店

■イオンモール宇城店

■ゆめタウン八代店

■八代海士江店

■■八代松江店

■人吉バイパス店

■人吉レックス店

■イオン錦店

■サンロード免田店

■水俣店

■イオン天草店

■本渡店

■宮崎大塚店

■浮之城店

■清武加納店

■宮交シティ店

■赤江店

■住吉店

■平和台店

■都城広原店

■タイヨー都城店

■小林店

■日南平野店

■高鍋店

■西都店

■日向財光寺店

■イオンタウン日向店

■延岡日の出店

■天文館鹿児島本店

■補聴器サロン天文館本店

■オプシアミスミ店

■吉野店

■フレスポ与次郎店

■伊敷ニュータウン店

■中山店

■谷山和田店

■指宿店

■加世田店

■枕崎店

■伊集院店

■串木野店

■■川内中郷店

■プラッセだいわ川内店

■出水店

■タイヨー大口店

■イオンタウン姶良店

■姶良バイパス店

■イオン隼人国分店

■国分中央店

■ニシムタ岩川店

■■鹿屋札元店

■鹿屋朝日店

■志布志店

■ニシムタスカイマーケット鴨池店

■下関東駅店

■ゆめタウン山口店

■サンパークあじす店

■イオン防府店

■イオンタウン周南久米店

■ゆめタウン徳山店

■イオン光店

TEL.092-936-3550

TEL. 092-419-5383

TEL.092-608-3411

TEL.092-511-5155

TEL.092-589-2510

TEL.092-331-8611

TEL.092-805-7888

TEL.092-400-0073

TEL.092-885-8333

TEL.092-892-8110

TEL.0940-38-0370

TEL.0940-52-2111

TEL.0948-21-9037

TEL.0946-22-7355

TEL.  0942-65-9166

TEL.0942-22-0202

TEL.0942-65-4160

TEL.0942-36-6611

TEL.0942-52-8175

TEL.0943-74-5888

TEL.0943-76-5113

TEL.0943-24-4020

TEL.0943-25-1850

TEL.0944-86-8770

TEL.0944-72-5951

TEL.0944-32-9253

TEL.0944-41-0551

TEL.0944-85-9557

TEL.0944-58-4377

TEL.093-291-2055

TEL.093-614-1320

TEL.093-616-6628

TEL.0930-28-8833

TEL.092-566-0680

TEL.0952-27-7401

TEL.0942-84-4230

TEL.0952-52-8035

TEL. 0952-20-0566

TEL.0952-97-7730

TEL.0952-36-8320

TEL.0952-22-0880

TEL.0952-73-9211

TEL.0952-75-8540

TEL.0952-86-5522

TEL.0954-23-6630

TEL. 0954-28-9918 

TEL.0954-63-0211

TEL.0954-69-8010

TEL.0955-75-1616

TEL.0955-58-9571

TEL.0955-22-8767

TEL.095-816-2005

TEL.0956-24-7855

TEL.0956-22-3080

TEL.0956-48-7130

TEL.0956-29-2120

TEL.0956-20-8121

TEL.0957-27-3588

TEL.0957-54-8992

TEL.0957-35-5163

TEL.0957-47-9811

TEL.0957-65-5080

TEL.0957-65-2360

TEL.095-813-2066

TEL.095-894-1705

TEL.095-857-5959

TEL.095-801-2227

TEL.095-832-3580

TEL.0959-88-9601

TEL.097-513-5922

TEL.097-552-5600

TEL.097-574-8613

TEL.097-545-5211

TEL.097-583-5100

TEL.097-523-1211

TEL.097-567-9061

TEL.0977-26-5101

TEL.0977-27-1591

TEL.0974-63-3988

TEL.0972-22-4550

TEL.0972-20-5170

TEL.0974-24-0337

TEL.0972-64-7220

TEL.0978-33-4841

TEL.0979-26-9200

TEL.0979-23-2411

TEL.0978-23-1060

TEL.0973-22-0511

TEL.0973-28-5636

TEL.096-383-5111

TEL.096-383-3336

TEL.096-326-5111

TEL.096-288-0471

TEL.096-365-5111

TEL.096-383-1511

TEL.096-359-8000

TEL.096-342-4011

TEL. 096-223-5552

TEL.096-326-1410

TEL.096-212-3050

TEL.096-373-2050

TEL.096-342-6342

TEL.096-292-8108

TEL.096-339-3939

TEL.096-215-8033

TEL.096-233-1555

TEL.096-237-1116

TEL.096-235-6730

TEL.096-345-3232

TEL.096-348-6000

TEL.096-272-5111

TEL.0968-62-3855

TEL.0968-66-4500

TEL.0968-74-0017

TEL.0968-76-7810

TEL.0968-25-1771

TEL.0968-25-3400

TEL.0968-44-1211

TEL.0968-46-1701

TEL.096-293-0010

TEL.0967-23-4710

TEL.0964-23-1410

TEL.0964-27-5858

TEL.0964-33-5011

TEL.0964-43-5488

TEL.0965-35-5100

TEL.0965-62-8781

TEL.0965-35-7422

TEL.0966-22-4800

TEL.0966-24-7777

TEL.0966-25-2550

TEL.0966-47-2890

TEL.0966-63-5556

TEL.0969-66-9641

TEL.0969-23-7500

TEL.0985-63-5891

TEL.0985-26-1681

TEL.0985-84-4720

TEL.  0985-64-0711

TEL.0985-64-7650

TEL.0985-39-2121

TEL.0985-60-1988

TEL.0986-26-6300

TEL.0986-47-4430

TEL.0984-22-7734

TEL.0987-31-1848

TEL.0983-21-1177

TEL.0983-42-6355

TEL.0982-54-4236

TEL.0982-55-8288

TEL.0982-22-1868

TEL.099-216-8735

TEL.099-208-0138

TEL.099-202-0383

TEL.099-243-5060

TEL.099-213-0066

TEL.099-294-9980

TEL.099-267-9966

TEL.099-267-9955

TEL.0993-25-6060

TEL.0993-52-7711

TEL.0993-73-2550

TEL.099-272-3900

TEL.0996-33-2090

TEL.0996-23-1788

TEL.0996-20-8330

TEL.0996-63-0188

TEL.0995-22-2522

TEL.0995-67-1080

TEL.0995-66-3300

TEL.0995-43-8666

TEL.0995-46-8850

TEL.099-479-4877

TEL.0994-41-5050

TEL.0994-40-9100

TEL.099-473-3883

TEL.099-230-0843

TEL.083-223-2538

TEL.083-929-3797

TEL.0836-39-7636

TEL. 0835-28-9199

TEL.0834-34-0307

TEL. 0834-33-1010

TEL. 0833-48-8728

福岡

佐賀

長崎

熊本

宮崎

山口

鹿児島

大分

九州最大級のネットワークで、皆様の快適な生活をサポートする万全の体制を整えております。

19

補聴器サロン店

福祉機器設置店
※交付基準額は、金額が変更になる場合、各自治体によって異なる場合がございます。詳しくはお近くの福祉窓口へお問い合せください。

※商品の価格が変更になる場合がございます。ご了承ください。

視力障害認定基準（����年�月より） 視野障害認定基準（����年�月より） 

全て、視力の測定は万国式試視力表によるものとし、
屈折異常があるものについては矯正視力によって
測定する

※周辺視野角度・両眼中心視野角度の評価は
　ゴールドマン型視野計を用いる 
※両眼開放視認点数・中心視野視認点数の評価は
　自動視野計を用いる 
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