
皆様の生活の中における 

「聴こえのお手伝い」をいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://kindliness.jp/ 

カインドリネス福祉ネット 

（株式会社カインズ） 

〒144-0052 

東京都大田区蒲田 5-24-2 

損保ジャパン蒲田ビル 7F 

TEL:03-3730-0600 

FAX:03-3730-1958 

E-mail:shop@kind-fukushi.net 

受付時間：平日 9：00～18：00 

《お問合せ・資料請求はこちらまで》 

 

 

スマホからラインナップの

詳しい仕様を、製品名で検

索することができます。 

 

ご紹介した商品の他にも

様々なお役立ち商品や情報

をご覧いただけます。 



                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                

                                        

                                        

                                       

                                        

                                       

                                       

                                        

 

 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

      

 

                                        

                                        

                                        

                        

                                        

                                        

                                        

 

 

ご自宅で快適テレビ視聴 

最適な音声を耳元に届けるワイヤレスサウンド機器 

16,500 円（税込） 

みみもとホン TV 

・音声が聴き取りづらく、ただボリュームを上げるのはご近所の配慮や周囲の人に

も気を使います。そんな問題を解決するのがワイヤレスで音声を自分のお手元に

届ける機器です。 

・テレビ側に送信機をセットして電源を入れるだけ。送信機から３０m の範囲内

であればどの位置からでもお手元にテレビの音声を直接届けることが出来ます。 

・テレビ本体のボリュームを上げることなく、手元でもボリューム調整が可能。 

周りに気兼ねすることなくテレビの音声を楽しむことが出来ます。 

周囲の音も聞こえる耳に一番近い 

ワイヤレス耳元スピーカー 

・耳に入れない、耳に一番近いスピーカー 
イヤホン・ヘッドホンとは違い、耳穴を塞がないので鼓膜への負担が少なく、 

家族との会話や電話、インターホンの呼び出し音などの生活音と自然に溶け込めます。 

耳穴を塞がない構造なので、耳穴式補聴器との併用が可能です。 

・テレビ本体の音量はそのままに受信機で音量調整が可能です 

自分好みの音量を受信機で合わせられます。 

音漏れは最小限で抑えられ、周りに気兼ねすることなく音声を楽しめます。 

・ニュース音声などをはっきりと聴き取れ

る音声明瞭スイッチ搭載 

10,770 円（税込） 

18,480 円（税込） 

サウンドスキップマルチ 
M-TXRX12 

M-TXRX11 サウンドスキップ 

スイッチを ONにすると、ドラマやニュースでの

人の声がより聴き取りやすくなります 

・受信機にもスピーカーを搭載 

高品質スピーカーを受信機に内蔵。テレビの音声を 

お手元で直接聴くことが出来ます 

・周りに気兼ねすることなくテレビの音声を楽しめます 

音声をワイヤレスで送信し、お手元で音量調整できます。 

・家事をしながらでも音声を聴くことが出来ます 

掃除機をかけながら、食事の準備をしながらでも、 

送信機から 30ｍ以内であれば音声を受信できます 

人の声をはっきり聴き取れる高機能モデル 

ワイヤレスサウンドシステム 



朝起きる時間、決められた時間を知りたい 
振動式腕時計のベストセラー 

小型で頑丈、出先でのお供に最適 

強力な有線シェーカーと大音量アラームを搭載 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラーム音に代わり、強力な振動で設定時刻をお知らせすします。 

聴覚障害者手帳をお持ちで、等級が２級の方は、屋内信号装置としてお住

いの市区町村より日常生活用具の給付を受けられる場合があります。 

東京信友  ウエイクブイ 

13,200円（税込） 
 

日常生活用具の給付制度について 

お住まいの自治体（市区町村の障がい福祉課など）には、

身体障害者手帳をお持ちの方に「日常生活用具給付券」を

交付する制度があります。自治体は、障害者自立支援法に

基づき、申請者の自己負担額を決定します。申請者は一部

もしくは全額を自治体に負担してもらい、給付を受けられ

る場合があります。 

体験スペースでお試し頂けます 

ご紹介した機器は、当社にございます体験スペースで

お試し頂けます。動作確認を交えてご説明します。  

実際に触れてみて、性能をお確かめ頂けます。 

 

13,200円（税込） 
 

腕時計の場合は、装着している時は必ず肌に触れているので、強力な振動で設定時刻に気づく

ことができます。 

時計本体の振動と、LED の点滅で時刻をお知らせします。置き時計はもちろん、出先での使用も可能な 

電池式です。 

朝寝坊だけは絶対に避けたい 

電車で寝過ごして、待ち合わせの場所に 

時間通りに到着出来なかった 

健聴者ですがアラーム音だと心配なので 

確実に起きれる目覚ましが欲しいです。 

ビブラ 

ベルマン アラームクロック 
クラシック 

15,400円（税込） 
 

枕やシーツの下にシェーカーを入れてセットします。段々と音量が大きくなるマルチトーンアラームを 

搭載。 



「聴こえ」に関するお悩みはございませんか？ 
呼出・着信の音を振動と文字に変えてお知らせします 

呼出・着信の音を振動と光に変えてお知らせします 

普段の生活の中で 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルウォッチシステム  

「聴覚障害者用屋内信号装置」は、日常生活における 

通知音・音声を光や振動、文字に変換。 

聴こえの不自由な方への生活のお手伝いをいたします。 

東京信友  

87,400円（非課税）※ 
 

日常生活用具の給付制度について 

お住まいの自治体（市区町村の障がい福祉課など）には、

身体障害者手帳をお持ちの方に「日常生活用具給付券」を

交付する制度があります。自治体は、障害者自立支援法に

基づき、申請者の自己負担額を決定します。申請者は一部

もしくは全額を自治体に負担してもらい、給付を受けられ

る場合があります。 

まずはお試しを！当社体験スペースをご利用下さい。 

ご紹介した機器は、当社にございます体験スペースで

お試し頂けます。どの様に使うのかを、動作確認を交

えて説明させて頂きます。実際に触れてみて、性能を 

お確かめ下さい。 

ベルマンビジットシステム 

18,700円～（非課税）※ 

 

31,300円～（非課税）※

 
 

送信器 

受信器 

 

来客、FAX や電話の着信など、日常生活のさまざまな事象を振動と文字でお知らせすることができます。 

受信器を装着している時は必ず肌に触れているので、強力な振動で確実に通知に気づくことができます。 

同時に、送信器ごとの設置場所を示すサイン（玄関来客や FAX 着信など）を文字でお知らせします。 

お住いの環境に合わせて、発信器や受信器の組み合わせを変えることが出来ます。建物の形式や間取り、

生活習慣、家族構成、また給付制度などを考慮し、お客様に最適な組み合わせをご提案します。 

宅配便の配送、来客時にインターホンが 

鳴ったことを知らせてほしいとき 

赤ちゃんのミルクの時間、おむつ替えの 

タイミングのお知らせ 

FAX/電話の受信・着信を知りたい 

聴覚障害者手帳をお持ちで等級が 2 級の方は、お住いの市区町村より

日常生活用具として給付を受けられる場合があります。 

※自治体の給付制度をご利用頂けます 

※ 非課税での取り扱いは条件がございます。 

詳しくはお問合せ下さい。 

※ 非課税での取り扱いは条件がございます。 

詳しくはお問合せ下さい。 



身近な「聴こえ」をもっと手軽に 
聞き手の耳元に近寄らずに音声を届けます 

クリヤな音声で聴き取れる高性能デジタル集音器 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お医者様の診察、今後の方針など 

重要なことをしっかりと 

聴き取りましょう。 

Jumpers 

対話くん HI-01S 

22,000円（税込） 

日常生活用具の給付制度について・・・会議用拡聴器として障害者手帳 4 級で 

                  給付対象となる場合があります 

お住まいの自治体（市区町村の障がい福祉課など）には、身体

障害者手帳をお持ちの方に「日常生活用具給付券」を交付する

制度があります。自治体は、障害者自立支援法に基づき、申請

者の自己負担額を決定します。 

（詳細については、お住いの自治体にお問い合わせ下さい） 

まずはお試しください・・・当社体験スペースで 

デモ機をご用意しております。 

ご紹介する機器は、当社にございます体験スペースで

お試し頂けます。どの様に使うのかを、動作確認を交

えて説明させて頂きます。実際に触れてみて、性能を 

お確かめ下さい。 

 

ベルマン ミノ 

41,800円（税込） 
 

仲間同士の会話などの周囲の音声を拾うモード、一対一の会話などの正面の音源からの音声を拾う 

モードの切り替えが可能。音程の調整もできる高性能デジタル集音器です。 

お伝えしたい事や、大切な内容を正しく 

正確に聴き取ることは、お互いの 

コミュニケーション向上に役立ちます。 

「仲間同士の集まりが出来るように

なったら、たくさん話をして、交流

を深めたい」 

思いを伝えることで、気持ちも 

明るくなるでしょう。 

■「対話くん」は一対一の会話の場面で、最も効果があります。病院での診療内容や栄養指導、

治療方針の説明など、個人に関するプライバシー保護に役立ちます。また、福祉施設や 

介護施設での利用者様とのコミュニケーションの向上に役立ちます。 



ペーパーレスで環境にやさしい 

約３万回の記入・消去が可能 

メモ用紙や付箋の代わりに 

ご家庭での伝言ツール 

窓口、カウンターの筆談ツールにも最適 

6,100 円（税込） 

▽ 双方向呼出装置 ▽ 

双方向でお互いに呼び出しができ、 

振動、光、呼び出し音でお知らせします。 

 

 銀行や病院で呼び差し用に 

お子さんとの合図用に 

ツーウェイウィンブル 

16,500 円（税込） 

サイズ：H227×D4.4×W146ｍｍ 重量：110ｇ 電池：CR2016 ボタン電池 1 個使用 

ブ ギ ー ボ ー ド 

boogie board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽音はもちろん、振動でも検温終了をお知らせします 
検温時間は予測と実測合わせて約 30 秒で完了。 

終了の電子音が聴き取りづらい方でも、振動でお知らせすることにより 

検温終了を分かりやすくしました。 

 

▽アタッチメントを装着することで、しっかり挟めて正確な検温 
 加齢や病中病後で体が痩せてくると、わきの下周りの肉が減り筋力の低下が加わると、 

体温計が正しく挟めず正確な検温ができなくなります。 

そこでアタッチメントを装着することにより検温側に膨らみをもたせ、 

安定して挟めるように工夫がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な基本仕様 

検温時間：わき下約 30 秒（予測+実測） 

電源並びに寿命：CR2025 ボタン電池×1 個 予測約 3000 回、実測約 1500 回 

測温範囲・精度：32.0～42.0℃ 誤差±0.1℃ 

サイズ：35×128×18ｍｍ（アタッチメント装着時） 

 

振動で検温終了をお知らせする体温計 

シチズン 振動体温計  

5,500 円（税込） 

 

手に持った時、スイッチに触れた時に 

自然に手になじむデザイン 

CTEB720VA 

この膨らみがポイント！ 

しっかり挟めて安定した検温が可能。 

取り外し可能でいつでも清潔に保てます。 

 

強力な振動、光、音でお知らせして相手を呼び出すことができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ぜひ一度 お試しください＞ 
３つの方法から お選びいただけます 

方法その② 無料貸し出し 

お試し用デモ機をご用意しております。当

社体験スペースでのご試用や、 

１０日間の貸し出しを行っております。 
（機器の往復の送料をご負担頂いております） 

 

〒144-0052 東京都大田区蒲田 5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル 7F 

TEL：03-3730-0600  FAX：03-3730-1958  E-mail：shop@kind-fukushi.net 

株式会社カインズ（カインドリネス福祉ネット） 

無料でお試し頂けます 

お問い合わせ先 

・どれくらい聞こえるものなの？ 

・重い？ カバンに入る？ 

・操作は難しくない？ 

・本当に自分に合う？ 

方法その① 体験スペース 

福祉機器を実際に手に取って体験いただけ

る、体験スペースをご用意しております。 

 

「機器の取り扱い方がわからないのではな

いか？」「自分に合わない機器を選んでしま

うのではないか？」といった心配を解消する

ため、弊社担当が機器について説明させてい

ただきます。ご不明な点がございましたら、

その場でお気軽にご質問ください。 

 

方法その③ 出張体験 

施設や集まりに担当者がお伺いし、会話を

楽しみながらお試し頂けます。その場で性

能を確かめることが出来ます。 

＜ホームページ＞ https://kindliness.jp/ 

ご購入された直ぐ後に、使ってみて初めてわかる「自分には合わない…」 

あきらめたご経験をお持ちの方が、意外なほど多いんです。 

ご購入前に試せるから安心。ご遠慮なく、使ってみて下さい。 


