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聴覚障害者福祉用具等を扱う企業が事業協定

聴覚障害者福祉用具、聴こえのバリアフリー設備など

聴こえに関する相談、ご提案をいたします。

全国聴覚障害者福祉用具等連絡会



難聴者・聴覚障害者の方のコミュニケーション
「情報が入ってこない」「伝わらない」
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聴覚障害のお悩みは全聴連にお任せください
全協同業者の知識と経験でご提案いたします

給付制度で
費用を抑える

1つの窓口で解決できます。生活習慣や社会環境、
それぞれのお客様の悩みに合わせた、福祉用具の
ご提案ができます。

● お客様に合わせて

● 聴覚障害者福祉用具のご紹介

● 制度（給付）の活用のご提案
福祉用具は自治体によって給付を受けることができ
ます。聴覚障害者手帳を持つことで費用を抑えたご
提案もお任せください。

補聴器以外にも、会話の補助をする機器やアプリ、
手話や字幕で伝えるテレビや、音楽を楽しむ福祉用
具が数多くあります。

企業・施設向け一般・家庭向け

企業や社会で求められるバリアフリー化。
施設全体、または部屋単位での導入もお任せくださ
い。経験と実績で最適なご提案をいたします。

● 企業や施設でのバリアフリー設備

● 対面業務でのサポート
筆談器の利用、会話補助装置の設置、音声認識での
文字化案内。振動や光で呼び出せる機器など、知識
があれば安価に対応もできます。

● 聴覚障害者の一番の悩みは電話
テレビ電話やWebチャットなどの利用。FAXが来た
時に即時対応できるよう、受信時に光で知らせるシ
ステムなども有効です。

必要な機器、用具が分からな
い場合、全聴連事務局にご相
談ください。

商品の見積書をもらう1
お見積書を持って、お住まい
の地域の役所の障害福祉課
で日常生活用具給付申請を
行います。

障害福祉課で給付申請2
役所からお客様に給付決定
通知書が届きます。販売店か
らお客様に連絡がいきます。

決定通知書が届く3
商品を受け取ります。日常生活用
具給付券に署名(捺印)をして販
売店に渡します。自己負担金があ
る場合は、販売店に支払います。

商品の受け取り4

　　　　　　　　　　の利用で、　　　　　　　　が受けられます。
手続きも手配・指南いたしますので、ご安心してご相談ください。
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　ご購入費用の助成ご購入費用の助成

一般的な基準として購入価格の9割が公費負担、1割が自己負担とされています。
※ 各自治体で異なります

日常生活用具給付制度日常生活用具給付制度



それでは会社のホームページ
作成しているところに打診し
てみますね。このシステムは
永続的に利用しましょう。

他社の実例調べてください。

スタッフの勤務形態も。

教育も必要だね。

どのくらいかかるだろう。

１月程度はみたほうが

!?

来客 電話 火災 赤ちゃん

会議の議事録、、案内業務、セミナー／大学
でのモニターへの表示に使用されています。

自立コム 検索
!1週間無料貸し出しOK

ほぼすべての商品が購入前に

自治体の給付金額内にて最適な構成をご提示し
ております。

市役所など全国各自治体 | 特別支援学校 | 大学
福祉施設 | 聴覚障害者向け宿泊施設 | ホテル

老人ホームや学校、ホテルなどの施設で障害
者がご利用される場合に使用されています。

生活に必要な情報を光や振動、音に変えて伝える
システム。 用途やご予算に合わせた機器の選定、
構成をご提案いたします。

個人：パーソナルプラン／企業：ビジネスプラン
月額料金でご利用できます。
※ 端末込み一括払いの音声認識アプリも販売しています。

家庭でのご利用

施設でのご利用

企業でのご利用

（iOS／Android対応）
リアルタイムで会話を文字化
スマホやタブレットで利用するアプリ

音声認識アプリケーション
声文字

聴覚障害者や難聴者の方が
自立した生活を送るための屋内信号システム

音声認識した言語をリアル
タイムで翻訳します。
多言語対応。

02リアルタイム翻訳機能
音声をリアルタイムで文字
に変換、表示します。
多言語対応。

01 リアルタイム音声認識

文字は保存/修正でき、メー
ルやLINEなどに送信OK。

03リアルタイム音声認識
音声認識結果を複数端で共
有表示／公開を行えます。

04リアルタイム翻訳機能

各自治体の給付対象製品
日常生活で必要な情報を
光・振動・音などでお知らせするシステム

屋内信号装置
ベルマンビジットシステム

株式会社 自立コム

〒���-���� 東京都渋谷区円山町 ��-�
Tel. 03-3476-2160   Fax. 03-3476-2425

https://www.jiritsu.comHP



地域の手話通訳をサポートする
遠隔手話通訳システム

遠隔手話通訳システム
J-TALK手話 （iOS／Android対応）

テレビ放送の情報保障と、手話と字幕の
番組「目で聴くテレビ」の受信機

聴覚障害者用情報受信装置
目で聴くテレビアイ・ドラゴン 4

災害発生時等、手話通訳者派遣が困難な場合、他県や
他市への自動転送が可能です。

スマートフォンやタブレットを介して、画面越しに手話通
訳を行うため、 手話通訳者の感染の心配がありません。

利用者・通訳者の個人情報を利用しないため、セキュリ
ティは万全です。

01 災害時に有効な転送システム搭載

02 感染症対策に有効

障害者放送通信機構が提供する「目で聴くテレビ」を視
聴できます。。

「手話」と「字幕」を受信しテレビ画面上で合成。
緊急災害放送に対応したリアルタイム手話放送の場合
は、付属の「光る警報器」でお知らせします。

01 手話と字幕の番組「目で聴くテレビ」

02 情報保障がされていないテレビ放送に対応

03 高いセキュリティレベル

04短時間、緊急時も対応可能 

05 ワンボタンで簡単に接続

地域の手話通訳と連携し、手話通訳者がその場に
いなくても、遠隔地で ご対応いただけるシステム。

役立つ場面

感染症感染の疑いのある通訳、運転免許教習での通訳、面談通
訳、自宅などプライベート空間での通訳、救急車での通訳など

株式会社 アステム

〒���-���� 大阪市北区東天満 �-�-��
Tel. 06-6242-6681   Fax. 06-6242-6631

https://www.astem-co.co.jp/HP

※ 認定NPO法人障害者放送通信機構のサービスに限る

【 ご利用にはインターネット回線が必要です 】

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
基本的施策12条（防災・防犯及び緊急の通報）対応

● NHK「ニュースウオッチ９」（毎週水曜日）※手話通訳のみ
● TBS系列「ひるおび」（毎週木曜日）

災害時に避難所でリアルタイム手話放送を提供。
手話言語条例施行の自治体などでは、「市民への手
話の普及」として、手話の学習にも貢献できます。

家庭でのご利用

施設でのご利用

厳選された　　　  本以上の手話番組
アーカイブを24時間いつでも視聴！

1,000

オリジナル
番組

テレビ
放送

1,000本以上のアーカイブやテレビ番組が楽しめます。



全てのアクセスポイント／セイキュリティカメラを
コントローラー1つで管理するネットワークシステム

コントローラで一元管理
クラウド型ネットワークシステム

ソネット 株式会社

〒���-���� 神奈川県鎌倉市腰越 �-�-�
Tel. 0467-32-3120   Fax. 0467-32-3123

https://www.sonet.co.jp/HP

福祉介護施設、聴覚障害者協会関連施設などあらゆる福祉の
現場で利用されており連絡会の様々な福祉機器が動作するイン
フラとして利用されています。

コストを削減し豊富な機能でオフィスネットワークを構築致しま
す。また、セキュリティカメラシステムとも連動し一元管理が可能
にします。

企業でのご利用施設でのご利用

従来型の無線LANシステムと比べライセンスコストが不要な
UniFiネットワークシステムでコストを抑えながら高品質な
WiFiネットワークを構築します。
ネットワークの「見える化」でネットワークの利用状況が一目
瞭然。利用者にとって分かりやいネットワークシステムです。

無線LAN
UniFi ネットワークシステム

セイキュリティカメラ
UniFi Protectカメラシステム

遠隔でカメラ映像の確認、設定変更、映像ダウンロードが可
能。施設などのセキュリティカメラとして最適なシステムです。
iOS/Androidのスマートフォン、タブレットのアプリにも対応
し、いつでもどこからでも映像の確認が可能です。

市役所 | 学校 | オフィス | 店舗 | ホテル聴覚障害者関連施設などで利用されています。



各自治体の給付対象製品

玄関のインターホンや赤ちゃんの泣き声
などの音声情報を振動・文字・光などで知
らせる屋内信号装置としてご使用頂いて
おります。給付申請対象商品です。

施設にある自動火災設備と連動し、火災
発 生情報を振動・文字・光・音などで知ら
せる火災警報補助装置として採用頂いて
おります。

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お
ります。

企業でのご利用家庭でのご利用 施設でのご利用

来客 FAX

FAX

火災


インターフォン、電話、火災装置機に接続して、
無線で信号を受信機に送信します。

各センサーから受信した信号別に、何があった
かを振動・文字・光・音で知らせます。



センサー（発信機） 受信機

玄関来客時、FAX着信時、警報時など
振動・文字・光・音でお知らせします。

特定小電力無線通信器
シルウォッチシステム

株式会社 東京信友

〒���-���� 東京都新宿区富久町 ��-�� 新宿ＭＹビル ���
Tel. 03-3358-8000   Fax. 03-3358-6330

http://www.shinyu.co.jp/HP

さまざまな場面で活躍します

聞こえない人に情報を



https://www.meiryou.net/HP

兵庫県の補聴器ならめいりょう。認定補聴器専門店

兵庫県の補聴器ならめいりょう

補聴器センターめいりょう

Tel. 079-490-4895
Fax. 050-6868-9631
兵庫県加古川市加古川町溝之口 ���
サンライズ加古川 � 階南側

加古川駅前店

Tel. 079-431-1133
Fax. 050-6868-9631
兵庫県加古川市西神吉町岸 ���-�

（めがねのたかはし内）

補聴器センターたかはし

Tel. 079-443-3341
Fax. 050-6868-9631
兵庫県高砂市中島 �-��-�

高砂中島店

Tel. 0795-25-2556
Fax. 050-6860-5285
兵庫県西脇市野村町 ���
野村ビル � 階

西脇市駅前店

Tel. 078-990-3314
Fax. 078-990-3939
兵庫県神戸市西区井吹台西町 �-�
カインズ神戸西神南店１階

カインズ西神南店

Tel. 0795-42-7500
Fax. 050-6860-5285
兵庫県加東市社 ����-�
イオン社店 Bio� 階

やしろBio店

Tel. 078-742-8137
Fax. 078-742-8176
兵庫県神戸市垂水区日向 �-�-�
レバンテ垂水 � 番館 � 階北側

垂水駅前店

Tel. 078-842-5515
Fax. 078-842-5516
兵庫県神戸市東灘区御影本町 �-��-�
タカシマビル � 階

阪神御影駅前店

補聴器、周辺機器を中心に、日常生活用具、情報保障機器も取り扱います。
直営・FC店舗展開の他、卸もいたします。

https://www.senrifukushi.co.jp/HP

聴覚全般に関するお悩みを相談・解決できる専門販売店

実際に試してみないとわからない商品を
ご購入前にデモ器でお試しになれます。

「実器を見てみたい」、「どの商品が良いの
か？」ご訪問しアドバイスいたします。

ご購入後、ご自身で設置・調整するのが難
しい場合、弊社で設置訪問をいたします。

有限会社 千里福祉情報センター

補聴器・聴覚障害者用福祉用具を取り揃え「補聴器の相談」「聴覚障害者向けコンサルタント」なども行っています。

Tel. 06-6763-1712   Fax. 06-6763-1757
大阪市中央区安堂寺町 �-�-�

大阪本店 Tel. 045-453-8375   Fax. 045-453-8376
神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町 �-�-�

横浜支店

デモ器貸出サービス 下見訪問サービス 設置訪問サービス



「全国聴覚障害者福祉用具等連絡会」(全聴連)は、2019年1月9日

聴覚障害者用福祉用具の向上及び発展と聴覚障害者福祉に貢献する

ため事業連携に関する協定を結びました。

この協定に基づき各地での展示会の開催や研修・学習会も積極的に

行い皆様に公平な情報発信、地域格差の是正、選択できる幅の拡大

等をめざし取り組みます。聴覚障害者がどこで、誰と暮らしても差別

される事が無い社会をめざし、これからも地道に取り組んで参ります。

【 幹事会社 】

株式会社 アステム　|　株式会社 自立コム　|　株式会社 東京信友　|　ソネット 株式会社
有限会社 千里福祉情報センター　|　補聴器センターめいりょう

To the futuer. We togather
全国聴覚障害者福祉用具等連絡会

HP: https://zenchouren.com/
email: info@zenchouren.com

聴覚障害の相談窓口
全聴連事務局： 有限会社 千里福祉情報センター

● 大阪市中央区安堂寺町1-5-9

TEL: 045-453-8375 FAX: 045-453-8376

（関西）

（関東）

TEL: 06-6763-1712

● 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-9-6

FAX: 06-6763-1757


