令和 2 年 5 月 25 日

テクノツール株式会社
G I G A スクール構想における

障害のある児童生徒の入出力支援装置に関する提案
―視覚障害編―
1. 点字印刷システム
製品名

点字プリンタ－

備考

価格（税別）

DOG-Multi Super version2

両面、点字・墨字が可能です。

1,300,000 円

【株式会社日本テレソフト】

（2 度通し方式）

ESA721 Ver'95

両面印刷可（2 度通し方式）、

【株式会社 JTR】

大中小の 3 点方式により、自由に

970,000 円

点図が印字できる。
点字プリンターにつきましては、別途、有償の保守契約がございます。
自動点訳ソフト
点字編集ソフト

EXTRA for Windows Version 7

カナ漢字まじりのテキスト文を自動

【有限会社エクストラ】

点訳します。

点字編集システム 7 パッケージ版

点字文書作成、編集ソフトです。

76,000 円
14,400 円

【テクノツール株式会社】

2. 拡大読書器、活字読み上げシステム
製品名

備考

快速よむべえ 拡大モデル（モニターセット）

カメラで印刷物を読み取り、文字と

価格（税別）
226,000 円

【株式会社アメディア】

音声で読み上げ、画面で大きく表

（非課税）

示する音声と拡大表示両用の読

有償延長保証

書器です。

(画面部分は除
く）：60,000
円（税別）購
入後 5 年間ま
で。

音声・拡大読書器

よむべえスマイル （モニター別売り）

活字印刷分、点字を音声で読み

198,000 円

【株式会社アメディア】

上げます、モニターを付けて拡大表

（非課税）

示もできます。

別途、4 年間延
長保証
40,500 円
（購入後 5
年）

据置型拡大読書器 クリアビューＣ ＨＤ22

フルＨＤカメラを使用し、高細密な

226,000 円

【株式会社システムギアビジョン】

拡大画像そ実現しました。約 1.5

（非課税）

倍～約 80 倍に拡大できます。コン
トローラーで簡単操作と高性能操

作ができます。（音声読み上げは
なし）
拡大読書器 acrobat HD

高解像度カメラにより、近くのものか

198,000 円

【株式会社日本テレソフト】

ら遠くのものまで拡大表示します。

（非課税）

望遠モードで黒板の文字を拡大表
示できます。また、リモコンで操作で
きます。（音声読み上げなし）
MyRerd7（OCR ソフト）

スキャナ（別売）にセットされた印

【株式会社高知システム開発】

刷物をパソコンで読み上げたり、拡

58,000 円

大表示したりするソフトです。（別
途、PC-Talker が必要です。）

3. 点字ディスプレイ
製品名

備考

価格（税別）

ブレイルメモスマート 40（BMS40）

PC-Talker 、 BrailleWorks 、

380,000 円

【株式井会社 KGS】

JAWS、点字編集システム（ブレ

（非課税）

イルノート 46D 互換モードで使
用）
清華 version5

点字編集システム PC-Talker（オ

218,000 円

【株式会社日本テレソフト】

プションで BrailleWorks が必要で

（非課税）

す）

点字ディスプレイ

点字編集システム 7 パッケージ版

点字文書作成、編集ソフトです。

【テクノツール株式会社】

点字ディスプレイに出力できます。

JAWS 2019 日本語版

強力なスクリプティング機能によりカ

Non-Enterprise 版 5 ライセンスパック

スタマイズ可能な上級者向けスクリ

【有限会社エクストラ】

ーンリーダー。（点字ディスプレイ対

14,400 円
570,000 円

応）
※Non-Enterprise 版は視覚障
害者のための教育機関向けです。
PC-Talker Neo Plus（利用期間 5 年）

音声ブラウザ付きスクリーンリーダー

【株式会社高知システム開発】

です。（点字ディスプレイ対応）

BrailleWorks

PC-talker のオプションソフトで点

【株式会社高知システム開発】

字ディスプレイ出力を強化するソフ
トです。（別途、PC-Talker が必
要です。）

60,000 円
28,000 円

4. Windows PC 操作
製品名

備考

JAWS 2019 日本語版

強力なスクリプティング機能によりカ

Non-Enterprise 版 5 ライセンスパック

スタマイズ可能な上級者向けスクリ

【有限会社エクストラ】

ーンリーダー。

価格（税別）
570,000 円

※Non-Enterprise 版は視覚障

スクリーンリーダー

害者のための教育機関向けです。

画面拡大ソフト

PC-Talker Neo Plus（利用期間 5 年）

音声ブラウザ付きスクリーンリーダー

【株式会社高知システム開発】

です。

ZoomText 2019 Magnifier 日本語版

PC 画面を拡大したり、色を変更し

【有限会社エクストラ】

て見易くするソフトです。

60,000 円
79,000 円

※視覚障碍者向けソフトウェアは、上記以外に視覚障碍者向け各種オプションソフトが
ございます。必要に応じて導入をご検討ください。
http://www.aok-net.com/syoukai.htm
・ワープロソフト ・宛名書きデータベースソフト ・総合読書システムソフト ・電子メールソフト ・ニュース閲覧ソフト ・経路探索ソフト
・辞書検索ソフト ・医療健康情報閲覧ソフト
※

本資料に掲載されている価格は本体価格であり、消費税および設置・導入・保守・メンテナンス等の諸費用は含まれません。

本資料に関するお問い合わせは

テクノツール株式会社
http://www.ttools.co.jp
office@ttools.co.jp
稲城事業所

大阪営業所

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2106-5

〒596-0076 大阪府岸和田市野田町 1-12-10-501

マスヤビル 4F

シルクルーム 七番館

TEL 042-370-6377 FAX 042-370-6378

TEL 050-3772-1412 FAX 042-370-6378

