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聴覚支援用品カタログ
聴覚障がい者のより自由で安心できる生活を求めて
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身体障害者手帳を
お持ちのお客様へ

玄関の来客やＦＡＸ着信、赤ちゃ
んの泣き声などの音声情報を振
動と文字や光などでお知らせし
ます。

個人宅での導入

聴覚障害のお客様にはドアチャイ
ムやノックの音は聞こえません。
宿泊の際、緊急時の呼出しや災害
情報を的確にお伝えします。

ホテル・旅館導入

施設にある自動火災報知設備と
連動し、火災発生情報を
振動・光・文字でお知らせします。

介護・高齢者施設導入

聴覚障害の職員雇用にあたり
災害時の緊急通報や業務連絡に
広く採用されています。

企業など職場導入

シルウォッチシステム
導入事例

自治体への日常生活用具の
給付申請方法
各地方自治体には申請者の経済状況、身体的
状況、家庭及び住宅環境等を調査し、必要と認
められた場合に「日常生活用具給付券」を交付
する制度があります。
給付を受けられるかどうかの判断、自己負担額
はお住まいの自治体により異なる場合がござ
います。
申請については、お住いの各市区町村の障害
福祉課等にお問い合わせください。

弊社は創業者が聴覚に障害があり、自らの生活体験の中で光
中心の屋内信号装置に不便を感じ、聴覚障害者のＱＯＬの向上
に何か資することが出来ないかと一旦、現役を去った身であり
ながら７０歳にして屋内信号装置の開発に取り掛かりました。
従来、光が中心の情報伝達手段を光に加え振動と文字による
通信に変え、且つ端末は腕時計型を中心に小型で携帯に便利
なポケットサイズや睡眠時の端末、居室全体をカバーする壁掛
け型など用途に合わせて様々な形を用意し選択の幅を持たせ
ました。これにより光の見える位置から離れられなかった不便
から解放され、文字情報により「何かが」起きたではなく「何が」
起きたかを情報内容まで的確に知ることが出来るようになりま
した。このことが社会的に広く評価され数々の賞を頂戴しまし
た。今後も全社を挙げて商品の進化に努め社会に貢献したいと
思っております。

ご挨拶

福祉機器の
見積もりを
依頼

購入前に
見積書、申請書、
商品案内などを
添付して申請

審査の後
給付額を決定 決定連絡

自己負担額を
お支払い

福祉機器を
引き渡し 公費分請求 公費分支払い

株式会社東京信友

東京信友様「2109 聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）1p-2p
4c×4c、2021.9.1 入稿



●設置はコンセントを差し込むだけです。

●本体下部の4色のLEDで情報を識別します。（基本設定）

　青→玄関　黄→FAX　緑→呼出　赤→警報

　※通常出荷時設定
　※通常出荷時は音はでません。
　　ご希望により、「音あり」に変更可能です。
　※光の強弱を２段階調整できます。

●電話・FAX着信

●携帯電話着信

●介護・育児に

●銀行・病院・役所での呼び出しに
応 用 例

日常の動きの中で、あるいは離れた
場所でも玄関チャイムやファックス
の着信などを振動と文字で瞬時に
お知らせします。

4

シルウォッチ2019年モデル

●充電式
　1日約5回の受信の場合、4日に1回は充電をして下さい。　
　約3時間で満充電となります。
●JIS防水保護等級5級相当
　日常生活防水仕様です。入浴等は避けて下さい。
●目覚まし機能等
　目覚まし時計としてもご使用いただけます。

●充電式
　1日約5回の受信の場合、4日に1回は充電をして下さい。　　
　約3時間で満充電となります。

●JIS防水保護等級5級相当
　日常生活防水仕様です。入浴等は避けて下さい。

●目覚まし機能等
　目覚まし時計としてもご使用いただけます。

シルウォッチ2013年モデル

送信器 中継器

様々な情報を
受信器へ送信します。

シルピカ

来客のチャイムや
ファックスの着信などを
高輝度LEDの光で
お知らせします。
火災警報器との連動で
光と大音量で
お知らせします。

音、光、振動などを信号に変え受信
器へ設定情報を送信します。ボタン
を押すだけでも呼出として使うこと
ができます。また、無電圧a接点の
出力を２接点まで受けることがで
きます。

通信距離を
伸ばす事ができます。

使用環境により電波が届かないとき
に使用します。見通しで約200m～
300mまで通信距離を伸ばします。

腕時計型受信器 腕時計型受信器 光受信器

カラーバリエーション

ホワイト＆ピンク

ホワイト＆グレー

ブラック＆ピンクピ
ン
ポ
ー
ン

2019年モデルは、本体およびベルト一体型のデザインでフィット感が増し、
外観より一層スマートになりました。

※カラーバリエーションはブラックのみです。

※シルウォッチ 2013年モデルは在庫が無く
なり次第、販売終了となります。

単品価格 47,300円 43,000円
充電器価格（充電器のみ） 3,300円 3,000円
一体型ＡＣアダプタ 2,200円 2,000円

聴覚障害者用屋内信号装置申請対象商品

（税込）　　　　　　　　 （税抜）　　　　　　　

単品価格 35,200円 32,000円
ＡＣアダプタ付属

単品価格 33,000円 30,000円
一体型ＡＣアダプタ付属、マイクセンサーなどを1つ付属

聴覚障害者用屋内信号装置申請対象商品

（税込）　　　　　　　　 （税抜）　　　　　　　 （税込）　　　　　　　　 （税抜）　　　　　　　

単品価格 47,300円 43,000円
充電器価格（充電器のみ） 3,300円 3,000円
一体型ＡＣアダプタ 2,200円 2,000円

（税込）　　　　　　　　 （税抜）　　　　　　　

単品価格 30,800円 28,000円ＡＣアダプタ付属

聴覚障害者用屋内信号装置申請対象商品 聴覚障害者用屋内信号装置申請対象商品

（税込）　　　　　　　　 （税抜）　　　　　　　

東京信友様「2109 聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）3p-4p
4c×4c、2021.9.1 入稿
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6

腕時計型受信器 充電器

玄関用送信器 FAX用送信器

+

シルウォッチシステム　各87,400円（非課税）

※火災警報器は別売りです。 ※火災警報器は別売りです。

R0201セット R0202セット R0203セット R0204セット

火災警報器単品価格（税抜）付属品単品価格（税抜）オプション送信器と付属品

携帯電話用送信器

玄関用送信器付属品変更

マイク 光センサー

玄関用ボタン

いまお使いのチャイム・
インターホンに
簡単につなげます。

インターホンの音を
感知する為に
使用します。

電球やパトライトの
光を感知する為に
使用します。

インターホンの音や
電球・パトライトの
光が無い場合に使用します。
※壁に穴を空ける工事が
　必要になります。

いまお使いのランプや
フラッシュにも
使用できます。

チャイムや
フラッシュ等がなくても
大丈夫です。 赤ちゃん用送信器 警報用送信器

ピンマイク

磁石スイッチ
※別売り

※送信器1台に一体型ACアダプタが
　付きます。

インターホン

マイクセンサー　1本

一体型ACアダプタ×3

ベルフラッシャー
モジュラーコード

光受信器 光受信器

玄関用送信器 外付無線送信器

DC12Vアダプタ　2台

一体型ACアダプタ×1 マイクセンサー　1本

腕時計型受信器 充電器

玄関用送信器 外付無線送信器

マイクセンサー　1本

一体型ACアダプタ×2

外付無線送信器

腕時計型受信器 充電器

光受信器 玄関用送信器

DC12Vアダプタ　1台 マイクセンサー　1本

一体型ACアダプタ×2

2013年モデルへの変更可能

Lightning - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ
※別売り

ステレオミニプラグ
－モノラルミニプラグ１ｍ

Lightning - 3.5 mm
ヘッドフォンジャックアダプタ

2,200円（税込）
2,000円（税抜）

ステレオミニプラグ
－モノラルミニプラグ１ｍ

2,200円（税込）
2,000円（税抜）

ベルフラッシャー　　
モジュラーコード：
3,630円（税込）
3,300円（税抜）

一体型　　　　　　　　　
ACアダプタ：2,200円（税込）

2,000円（税抜）

マイクセンサー：3,300円（税込）
3,000円（税抜）

ピンマイク：3,300円（税込）
3,000円（税抜）

光センサー：3,300円（税込）
3,000円（税抜）

充電器：3,300円（税込）
3,000円（税抜）

磁石スイッチ：3,850円（税込）
3,500円（税抜）

※1接点コードは別売り

玄関用押しボタン：1,100円（税込）
1,000円（税抜）

※1接点コードは別売り

1接点コード：550円（税込）
500円（税抜）

移報接点付火災警報器：
8,800円（税込）
8,000円（税抜）

※火災報知器で申請可能
※屋内信号装置と同時申請で非課税

外付無線送信器
＋

移報接点付火災警報器セット：
20,350円（税込）

※火災報知器で申請可能
※屋内信号装置と同時申請で
　非課税

※iphone、ipadでの動作確認は完了しております。
※iphone、ipadのマナーモードを解除してご使用ください。
※アンドロイド携帯は使えるものと使えないものがあります。

18,500円（税抜）

東京信友様「2109 聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）5p-6p
4c×4c、2021.9.27 訂正
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住宅用火災警報器補助装置

火災から聴覚障がい者・高齢者を守ります。
聴覚障がい者の方や高齢で聴覚の衰えを感じている方に
安心して生活を送っていただくために。

単独型

市販の火災警報器［移報接点付き］に外付無線送信器を繋ぐ
だけで、手元の受信器が大音量・振動・光などで火災を知らせ
ます。

腕時計型受信器
シルウォッチ

光受信器シルピカ

火災探知

「警報」受信器へ

「警報」受信

「警報」送信器へ

無線で送信有線で接続

呼出 警報FAX

文字・振動で知る
腕時計型受信器

シルウォッチ

強い光と大音量で知る
光受信器

シルピカ

外付無線送信器

単独型設置イメージ

●強力振動　●漢字表示　
●JIS防水保護等級5級相当
●充電式　

●大音量　●高輝度LED
●DC12V電源　●壁掛け式
●4色のLEDが来客・FAX・呼出・警報を知らせる

高齢化が進むなか「音や声が聞こえにくくなり、とても不安」と感じている方が増えています。「火災警報器をつけているが
確実に聞き取れるのか心配」という方がたくさんいらっしゃいます。
また、お住いの1階にキッチンがあり、2階が寝室の場合、火災時の逃げ遅れが懸念されます。実際「高齢者の逃げ遅れ」の
被害は多くなっています。
こういった不安を解消するために開発されたのが本製品です。強い振動・光・音などで知らせることができます。

※ご使用環境によって異なります。

外付無線送信器 移報接点付住宅用火災警報器

移報接点付住宅用
火災警報器

●他社製品の移報接点付住宅用火災警器と連動
火災を感知したら警報を受信器に無線で発信します。
（外付無線送信器自体は鳴動・発光しません）

●取り付け簡単
住宅用火災警報器（移報接点付のみ）と外付無線送信器はネジで簡単に接続できます。

●電池寿命が長い
　外付無線送信器の電池寿命は約10年。接続する移報接点付住宅用火災警器と同じ時期に
　交換が可能です。
　※移報接点付住宅用火災警器の電池寿命は製品により異なります。

14,850円（税込）
13,500円（税抜）

8,800円（税込）
8,000円（税抜）

20,350円（税込）
18,500円（税抜）移報接点付

住宅用火災警報器

セット
価格

外付無線送信器・火災警報器セット価格（単独型）

外付無線送信器

東京信友様「聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）7p-8p
4c×4c、2021.9.1 入稿



ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。

スライドドアや開き扉に簡単に取り付けできます。
送信器は､電池で駆動しますので、
電源工事の必要はありません。

宿泊施設用情報通信器

シルウォッチ宿泊施設用キット
ホテル、旅館などの宿泊施設で聴覚障がい者、高齢者が
安心して過ごせるように。

●腕時計型受信器 （1台）
●送信器 （1台）
●充電器
●一体型ACアダプタ（2台）

●腕時計型受信器（1台）
●充電器（1台）
●一体型ACアダプタ
●ドア用送信器（1台）
●警報用送信器（1台）
●マイクセンサー（1台）
●単四アルカリ電池（4本）
●ハードケース

宿泊施設用光受信器キット

マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降り
たり（又は落下した）した時、又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに
掛かる人の重さを検知するセンサーです。

●病院や高齢者福祉施設などでの患者さんの
　就寝管理に。
●ご家庭での体の不自由な方、介護の必要な高齢者の
　介護用に。

●施設やご自宅のベランダ窓に取り付け､転落防止用
途に。
●個室部屋の扉に取り付け､夜間の外出検知用途に。
●個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知
用途に。
●非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない
扉に取り付け、安全対策用途に。
●身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介
助者に早く伝え、転落リスク回避・転落防止用途に。

●腕時計型受信器（1台）
●充電器（1台）
●一体型ACアダプタ
●光受信器
　（ACアダプタ付き1台）
●ドア用送信器（1台）
●警報用送信器（1台）
●マイクセンサー（1台）
●単四アルカリ電池（4本）
●ハードケース

宿泊施設用腕時計受信器+光受信器キット

●光受信器
　（ACアダプタ付き1台）
●ドア用送信器（1台）
●警報用送信器（1台）
●マイクセンサー（1台）
●単四アルカリ電池（4本）
●ハードケース

宿泊施設用腕時計型受信器キット

●緊急時の連絡・呼び出しに
火災発生などの緊急連絡を振動と文字でお知
らせします。

●目覚まし機能付き
受信器は目覚まし機能がついていますので、目
覚まし時計としてもご使用いただけます。

送信器

腕時計型受信器 ローコストマットセンサー 送信器

充電器

一体型ACアダプタ

マットセンサーシステム〈ヘルスケア用〉

シルウォッチマットセンサーセット

徘徊お知らせ磁石スイッチ

宿泊時の緊急連絡や、
インターホン呼び出しに。
すでに多くのホテルで
導入されています。

通信距離：見通し約170m

※腕時計型受信器は1ヵ月に1回充電をして確認をして下さい。

マットセンサー
呼び出し

※腕時計型受信器+光受信器キットです。

ド　   ア
O P E N

セット価格　104,500円（税込）
95,000円（税抜）

単品価格　3,850円（税込）
3,500円（税抜）

1接点コード：550円（税込）
500円（税抜）※送信器は別売

セット価格　88,000円（税込）
80,000円（税抜）

セット価格　140,800円（税込）
128,000円（税抜）

セット価格　110,000円（税込）
100,000円（税抜）

東京信友様「聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）9p-10p
4c×4c、2021.9.1 入稿
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●強力な振動・長い電池寿命を
　実現した特殊構造

会話器

言葉が伝われば
心も通じます。

強力振動目覚まし腕時計　

音のない目覚まし時計。
強い振動により、まわりの人に迷惑をかけずに起きられます。

●詳細なアラーム設定
　アラーム設定はデジタルで。細かい時間設定が可能です。
●洗練されたデザイン
　より洗練されたデザイン
●バックライト機能
　バックライト付きなので暗いところでもよく見えます。
●効果的な振動伝達
　振動部を弾力性のある素材で包み、直接肌に触れさせることで
    効果的に振動が伝わります。

対話くん
マイクで話した声をイヤホンに伝えます。

お客様の声
●病院の説明時、聞きやすくなった。
●仲間との会話が楽しくなった。
●テレビ音量が小さくなった。
※集音器としても使えます。

■素直で、聞きやすい音
■スライドスイッチの簡単操作
■おおよそ４級の高度難聴者まで
　会話可能

フェーストーカー
無線式対面会話器

話し手の声を、聞き手のイヤホンにＦＭ無線を使って伝えます。
話し手の声が、はっきり聞こえますので、
耳が遠い人もスムーズに会話ができます。

●スムーズに会話をすることを目的とし
　ています。
●離れていても話し手の声がはっきり聞
　こえます。
●周りの音がうるさくなく子音も良く聞
　こえるので、言葉として聴こえます。
●聞こえ易い音量に自分で調節できます。

価格　13,200円（税込）
12,000円（税抜）

価格　22,000円（税込）
20,000円（税抜）

セット価格　93,500円（税込）
85,000円（税抜） ブルー・ピンク

ゴールドブラック

●電波時計
●温度/湿度表示
●日付表示
●六曜日表示
●アラームスヌーズ機能付き
●置き掛け兼用

●電波時計
●曜日文字最大90mm
●第何曜表示
●時刻/日付/オフ表示切替
●12/24時間制表示切替

振動式目覚まし電波時計
朝が弱いあなたへ

●電波時計
●振動のみ、音のみ、振動と音３つの設定から選択できます。
●振動は2種類から選択できます。
●液晶光量４段階切替
●アラーム設定時間2本
※単四電池はバックアップ用です。

デジタル日めくり電波時計
日めくりカレンダー+時計

カラーメガ曜日日めくり電波時計
日めくりカレンダー+時計

落ち着きのある木目調フレームの
デジタル電波時計

メガ曜日日めくり電波時計
日めくりカレンダー+時計

遠くからでも一目で曜日がわかる
日めくり電波時計

月曜日 火曜日 水曜日

日曜日

金曜日 土曜日

●電波時計
●曜日表示
　65×65mm
●日付表示
●二度寝防止
　スヌーズ機能付き
●第何曜日表示
●置き掛け兼用

●タイマー（最長995分）
●振動アラーム（アラーム音なし）
●ボタンロック
●12・24時間制切り替え可能
●ストラップ付（8ｃｍ）

振動式ポケットタイマークロック
かんたん設定の振動式タイマー

ジッキーメモレ
筆談器

インクを使わない、磁気で書ける筆談器。
●ペンと本体が独立している
　ので書きやすい
●ワンタッチ消去

価格　7,700円（税込）
7,000円（税抜）

価格　4,400円（税込）
4,000円（税抜）

価格　3,850円（税込）
3,500円（税抜）

価格　2,420円（税込）
2,200円（税抜）

価格　3,300円（税込）
3,000円（税抜）

価格　7,700円（税込）
7,000円（税抜）

曜日表示が大きく、面倒な設定不要､
必要な情報だけを表示
曜日で表示色が違うから分かりやすい
日めくり電波時計

平日は白、土曜日は青、日曜日は赤で表示！

時刻表示 日付表示 非表示

（
木
目
調
）

木曜日

ＦＭ無線

受信器 送信器

東京信友様「2109 聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）11p-12p
4c×4c、2021.9.1 入稿

●一人で起きたいときに ●旅行や出張先で

11 12
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東京信友様「2109 聴覚支援用総合カタログ」16p（A4､見開き）13p-14p
4c×4c、2021.9.1 入稿

腕時計型受信器シルウォッチ 2019 モデル

使用電波 426MHz 帯　特定小電力

通信距離（m） 約 170（見通し）

使用電源 リチウムイオン電池　3.7V

定格電流 150mA MAX

外形寸法（mm） 43 × 38 ×16

重量（g） 約 45

動作温度 −10℃〜 +50℃

防水性能 JIS 防水保護等級 5 級相当

電池寿命 4 日※1

単体価格 47,300円（税込）　43,000円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

腕時計型受信器シルウォッチ 2013 モデル

使用電波 426MHz 帯　特定小電力

通信距離（m） 約 170（見通し）

使用電源 リチウムイオン電池　3.7V

定格電流 150mA MAX

外形寸法（mm） 43 × 38 ×16

重量（g） 約 45

動作温度 −10℃〜 +50℃

防水性能 JIS 防水保護等級 5 級相当

電池寿命 4 日※1

単体価格 47,300円（税込）　43,000円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

充電器

使用電源 AC100V・DC5V アダプタ

定格電流 70mA MAX

外形寸法（mm） 84 × 46 × 31

重量（g） 約 60

動作温度 −10℃〜 +50℃

単体価格 充電器：3,300 円（税込）　3,000 円（税抜）　
一体型 ACアダプタ：2,200円（税込）　2,000円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

光受信器　シルピカ

使用電波 426MHz 帯　特定小電力

通信距離（m） 約150（見通し）

使用電源 DC12V

定格電流 待機時：40mA、フラッシュ時：1A

外形寸法（mm） 65 ×109 × 28

重量（g） 90

動作温度 0 〜 +40℃

防水性能 なし

付属品 AC100 〜 240V・DC12V アダプタ

単体価格 30,800円（税込）　28,000円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

送信器

使用電波 426MHz 帯　特定小電力

送信出力 1mW

使用電源 AC100V・DC5V アダプタまたは単 4 アルカリ電池（2 本）
※ 2

定格電流 50mA MAX

外形寸法（mm） 65 × 62 × 24（アンテナ、突起物を除く）

重量（g） 約 80

動作温度 −10℃〜 +50℃

付属品 AC100V・DC5V アダプタ

電池寿命 約 2.5 ヶ月※ 3

単体価格 33,000 円（税込）　30,000 円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

中継器

使用電波 426MHz 帯　特定小電力

送信出力 1mW

通信距離（m） 約 300（見通し）

使用電源 AC100V・DC9V アダプタまたは単 4 アルカリ電池（2 本）
※ 2

定格電流 15mA MAX

外形寸法（mm） 65 × 62 × 23（アンテナ、突起物を除く）

重量（g） 約 80

動作温度 −10℃〜 +50℃

付属品 AC100V・DC9 アダプタ

電池寿命 約 1 年※ 3

単体価格 35,200 円（税込）　32,000 円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

外付無線送信器

定格  DC5V 15mA

使用電源 専用リチウム電池 3V

電池寿命 約 10 年間

消費電力 最大15mA

使用電波 426MHz 帯　特定小電力

警報対応受信器
腕時計型受信器シルウォッチ、携帯型光受信器キューブラ
イト、光受信器シルピカ、就寝時専用受信器シルシェイカー
※シルウォッチ（特定小電力）をお持ちの方はそのままご使用ください。

有効送信距離（m）
腕時計型受信器シルウォッチ約 75（見通し）、
携帯型光受信器キューブライト約 75（見通し）、
光受信器シルピカ約 150（見通し）、
就寝時専用受信器シルシェイカー約 150（見通し）

使用可能火災警報器 移報接点付住宅用火災警報器

外形寸法（mm） φ 64 × 24.5

重量（g） 約 52（電池・送信部含む）

主材 ABS 樹脂

色 ナチュラルホワイト

使用温度範囲 0 〜 40℃

取付場所 天井もしくは壁

単体価格 14,850 円（税込）　13,500 円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置・火災警報器

シルウオッチマットセンサーセット

セット内容 腕時計型受信器（1 台）、充電器（1 台）、一体型 AC アダ
プタ（2 台）、送信器（1 台）、マットセンサー（1 台）

セット価格 104,500 円（税込）　95,000 円（税抜）

ローコストマットセンサー

カラー グレー

サイズ（mm） 400 × 800

厚み（mm） 5

ケーブル 3m、クリーム色、ピンプラグ付き

材質 表裏面共通：軟質 PVC

出力 無電圧 A 接点（受圧連動）

感圧 3kg/10c㎡

防水性 日常生活防水型（ピンプラグ部除く）

接点容量 30V 100mA

使用場所 ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く

使用温度範囲 −10℃〜 50℃

質量（ｇ） 1,100

単体価格（税抜） 30,800 円（税込）　28,000 円（税抜）

仕様・価格

※ 1　満充電時、通常仕様（1 日 5 〜 6 回使用、時計表示あり）の場合
※ 2　送信器、中継器の単 4 電池 2 本は別売り
※ 3　常時 ON 状態

＊　給付対象品目は各市町村によって異なる場合があります。
詳しくはお住まいの役所または当社へご相談ください。

徘徊お知らせ磁石スイッチ

カラー グレー

セット距離（mm） 15

質量（g） 約 20（マグネット部、スイッチ部合計）

接点動作 無電圧接点（a 接点）、マグネット近接時：開、マグネット
離隔時：閉

接点定格
接点容量：AC/DC30V・0.1A（抵抗負荷）
接触抵抗：200m Ω以下
開閉寿命：100 万回（定格負荷）

防水性能 JIS 防水等級 7 相当

設置場所 屋内、屋外：ドア、サッシ、風呂、門扉

使用可能範囲温度 − 30℃〜＋ 50℃

外観 樹脂

付属品 取付ねじ

単体価格 3,850 円（税込）　3,500 円（税抜）
1 接点コード：550 円（税込）　500 円（税抜）

宿泊施設用キット

宿泊施設用光受信器キット

セット内容
光受信器（AC アダプタ付き1 台）、ドア用送信器（1 台）、
警報用送信器（1 台）、マイクセンサー（1 台）、単四アルカ
リ電池（4 本）、ハードケース

セット価格 88,000 円（税込）　80,000 円（税抜）

宿泊施設用腕時計型受信器キット

セット内容
腕時計型受信器（1 台）、充電器（1 台）、一体型 AC アダプタ、
ドア用送信器（1 台）、警報用送信器（1 台）、マイクセンサー

（1 台）、単四アルカリ電池（4 本）、ハードケース
※腕時計型受信器は1ヶ月に１回充電して下さい。

セット価格 110,000 円（税込）　100,000 円（税抜）

宿泊施設用腕時計型受信器 + 光受信器キット

セット内容
腕時計型受信器（1 台）、充電器（1 台）、一体型 AC アダプタ、
光受信器（AC アダプタ付き1 台）、ドア用送信器（1 台）、
警報用送信器（1 台）、マイクセンサー（1 台）、単四アルカ
リ電池（4 本）、ハードケース

セット価格 140,800 円（税込）　128,000 円（税抜）

New Wake V

カラー ブラック

振動パターン 18 秒間リズム振動、42 秒間休みを繰り返す。
動作約 3 分18 秒

外形寸法（mm） 本体 40 × 52 ×16

重量（g） 約 33（ベルト、電池含む）

ケース（側）材質 ABS 樹脂

ベルト材質 ポリウレタン樹脂

風防 ガラス

精度 平均月差± 30 秒以内（常温 5℃〜 35℃）

使用電池 CR2032（1 個）

電池寿命 約 1 年（アラームを1日 30 秒1回使用の場合）

防水 非防水

単体価格 13,200 円（税込）　12,000 円（税抜）

給付対象品目＊ 聴覚障害者用屋内信号装置

対話くん

サイズ（mm） 49 × 49 ×15

重量（g） 14

電源 8 時間 /1日で約２ヶ月（単 4 アルカリ電池1 本）

単体価格 22,000 円（税込）　20,000 円（税抜）

フェーストーカー

受信器　GT-R8B 送信器　GT-T8B

使用周波数 800MHz 帯　Ｂ帯 800MHz 帯　Ｂ帯

音声出力周波数特性 150Hz 〜 15KHz（ 受 信 器
　イヤホン出力端子）

通信距離（m） 約 30 約 30

使用電源 単 3 アルカリ電池1 本 単 3 アルカリ電池1 本

外形寸法（ｍｍ） 67 × 92 × 21 67 × 92 × 21

重量（g） 95（本体のみ） 87（本体のみ）

内蔵マイク標準感度 − 56dB　エレクトレットコ
ンデンサーマイク型

出力 最大11mW/ch、
定格 0.3mW/ch

電池寿命 電池持続 8 時間 電池持続 6 時間

単体価格 51,700 円（税込）　
47,000 円（税抜）

41,800 円（税込）　
38,000 円（税抜）

振動式目覚まし電波時計

カラー ブラック、ゴールド

サイズ（mm） 160 × 63 × 45

重量（g） 169g ／シェイカー149g

電源 AC アダプタ + 単 4 電池 3 本（バックアップ用）

単体価格 7,700 円（税込）　7,000 円（税抜）

カラーメガ曜日日めくり電波時計

サイズ（mm） 120 ×190 × 25

重量（g） 310

電源 AC アダプタ + 単 4 電池 3 本（バックアップ用）

単体価格 7,700 円（税込）　7,000 円（税抜）

デジタル日めくり電波時計

カラー 木目調

サイズ（mm） 165 × 235 × 30

重量（g） 452

電源 単 3 電池 3 本 約 1 年稼働

単体価格 4,400 円（税込）　4,000 円（税抜）

メガ曜日日めくり電波時計

サイズ（mm） 133 × 235 × 23

重量（g） 340

電源 単 3 電池 2 本 約 1 年稼働

単体価格 3,850 円（税込）　3,500 円（税抜）

ジッキーメモレ

カラー ブルー、ピンク

サイズ（mm） 167 × 272 × 25（筆記範囲 115 ×183）

重量（g） 400

付属品 マグネットペン

単体価格 2,420 円（税込）　2,200 円（税抜）

振動式ポケットタイマークロック

サイズ（mm） 80 × 65 × 30

重量（g） 82

単体価格 3,300 円（税込）　3,000 円（税抜）


