
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品

及びその修理を定める件 

平 成 三年 六月 七日 

厚生省告示第百三十号 

 

 消費税法施行令（昭和六十三年政令第三百六十号）第十四条の四第一項及び第二項の規

定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を次のように定め、平成

三年十月一日から適用する。 

＜最新改正＞ 

平成二十四年三月三十日厚生労働省告示第二百七十六号  

 

消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する 

身体障害者用物品及びその修理    

    

１ 身体障害者用物品 

一 義肢 

 二 装具 

   上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある者に装着することにより、当該機能の低下

を抑制し、又は当該機能を補完するためのものであって、補装具の種目、購入又は修

理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第五百二十八

号。第八号において「補装具告示」という。）の別表の１の(３)の基本構造欄に掲げる

構造を有し、使用材料・部品及び工作法欄に掲げる部品を用い、かつ、個別に採寸等

を行い製作されるものに限る。 

三 座位保持装置 

   機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等の付

属装置を装備し、安定した座位姿勢の保持を可能にする機能を有するもの。 

四 盲人安全つえ 

五 義眼 

六 眼鏡 

   弱視眼鏡及び遮光眼鏡に限る。 

七 点字器 

八 補聴器 

補装具告示の別表の１の(５)の補聴器の項の基本構造欄に掲げる構造を有するもの

に限る。 

九 人工喉頭 

十 車椅子 

十一 電動車椅子 

十二 歩行器 

歩行が困難な者の歩行を補助する機能を有し、歩行時に体重を支える構造を有する

ものであって、四脚を有するものにあっては上肢で保持して移動させることが可能な



もの、車輪を有するものにあっては使用時に体の前又は後ろ及び左右の把手等が体を

囲む形状を有し、かつ、歩行の障害となる構造物を有しないもの。 

十三 頭部保護帽 

ヘルメット型で、歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

であって、スポンジ及び革又はプラスチックを主材料にして、個別に採寸等を行い製

作されるものに限る。 

十四 装着式収尿器 

十五 ストマ用装具 

十六 歩行補助つえ 

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖及びプラ

ットホーム杖に限る。 

十七 起立保持具 

足首、膝関節、大腿等をベルト等により固定することにより、起立困難な児童の起

立を補助する機能を有するもの。 

十八 頭部保持具 

車椅子等に装着し、身体に障害を有する児童の頭部を固定する機能を有するもの。 

十九 座位保持椅子 

児童の機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド

等の付属装置を装備し、座位を保持することを可能にする機能を有する椅子。 

二十 排便補助具 

身体に障害を有する児童の排便を補助するものであって、パッド等を装着すること

により、又は背もたれ及び肘掛けを有する椅子状のものであることにより、座位を保

持しつつ、排便をすることを可能にする機能を有するもので、移動可能なものに限る。 

二十一 盲人用カセットテープレコーダー 

点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、標準速度を半減速にすることに

より、通常の二倍又は四倍の時間の録音が可能な機能を有する製品であって、別表第

一に掲げるものに限る。 

二十一の二 視覚障害者用ポータブルレコーダー 

音声により操作ボタン及び操作方法に関する案内を行う機能を有し、かつ、ＤＡＩ

ＳＹ方式による録音又は再生が可能な機能を有する製品であって、別表第一の二に掲

げるものに限る。 

二十二 盲人用時計 

腕時計又は懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れる

ことができる構造を有するものに限る。 

二十三 盲人用カナタイプライター 

専ら片仮名又は平仮名で印字する機能を有するものであって、キーの位置を確認で

きる凸線等の印がついているもの。 

二十四 点字タイプライター 

点字の六点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの。 

二十五 盲人用電卓 



   入力結果及び計算結果を音声により伝える機能を有するもの。 

二十六 盲人用体温計 

 検温結果を、音声により伝える機能を有するもの。 

二十七 盲人用秤 

家庭用上皿秤であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることが

できる構造を有するもの。 

二十八 点字図書（消費税法（昭和六十三年法律第百八号）別表第一第十二号に規定す

る教科用図書に該当するものを除く。） 

二十八の二 盲人用体重計 

計測結果を音声により伝える機能を有するもの又は文字盤に点字等があり、静止さ

せた文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの。 

二十八の三 視覚障害者用拡大読書器 

視力に障害を有する者の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、モニ

ター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもので、

別表第二に掲げるものに限る。 

二十八の四 歩行時間延長信号機用小形送信機 

電波を利用して、符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である

時間を延長することができるもの。 

二十八の五 点字ディスプレイ 

  文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示す機能を有するもの。 

二十八の六 視覚障害者用活字文書読上げ装置 

  視力に障害を有する者の情報の入手を容易にする製品であって、文字情報と同一紙

面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出

力する機能を有するもの。 

二十八の七 視覚障害者用音声ＩＣタグレコーダー 

  視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により

操作ボタンが知覚でき、かつ、ＩＣタグその他の集積識別情報と音声データを関連付

け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する

案内を行う機能を有するもので、別表第二の二に掲げるものに限る。 

二十八の八 視覚障害者用音声方位磁石 

  視力に障害を有する者の方角に関する情報の入手を容易にすることのみを目的とす

る製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、触覚や音声信号

により情報を確認できる機能を有するものに限る。 

二十八の九 視覚障害者用音声色彩識別装置 

  視力に障害を有する者の色に関する情報の入手を容易にすることのみを目的とする

製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、触覚や音声信号に

より情報を確認できる機能を有するものに限る。 

二十九 聴覚障害者用屋内信号装置 

音声等による信号を感知し、光や振動に変換して、伝達する機能を有する持ち運び

可能な器具であって、別表第三に掲げる製品に限る。 



 二十九の二 聴覚障害者用情報受信装置 

   字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の

映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊

急信号を受信する製品であって、別表第三の二に掲げる製品に限る。 

三十 特殊寝台 

身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する

者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件の全

てを満たすものに限る。 

イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が百センチメートル以下のもの 

ロ サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもの 

ハ キャスターを装備していないもの 

三十一 特殊尿器 

排尿を検知し、尿を自動的に吸入する機能を有するものに限る。 

三十二 体位変換器 

空気パッドにロッドを差し込んだものを身体の下に挿入することにより、又は身体

の下にあらかじめ空気パッドを挿入し膨らませることにより、身体に障害を有する者

の体位を容易に変換できる機能を有するもの。 

三十三 重度障害者用意思伝達装置 

両上下肢の機能を全廃し、かつ、言語機能を喪失した者のまばたき等の残存機能に

よる反応を、センサーにより感知して、ディスプレイ等に表示すること等により、そ

の者の意思を伝達する機能を有する製品であって、別表四に掲げるものに限る。 

三十三の二 携帯用会話補助装置 

発声、発語に著しい障害を有する者の意思を音声又は文字に変換して伝達する機能

を有する製品であって、別表第五に掲げるものに限る。 

三十三の三 移動用リフト 

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり具でつり上げ又は体重を支

える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と

車椅子との間等の移動を補助する機能を有するもの。 

三十四 透析液加温器 

透析液を四十一度を上限として加温し、一定の温度に保つ機能を有するものであっ

て、持ち運び可能なもの。 

三十五 福祉電話器 

音声を振動により骨に伝える機能、上肢機能に障害を有する者が足等を使用して利

用できる機能、又は聴覚障害者が筆談できる機能等を有する特殊な電話器であって、

別表第六に掲げる製品に限る。 

三十六 視覚障害者用ワードプロセッサー 

点字方式により入力する機能、入力結果が音声により確認できる機能、入力結果が

点字変換される機能、又は入力結果が点字で印字される機能を有する製品であって、

別表第七に掲げるものに限る。 

三十七 身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法（昭和三十五



年法律第百五号）第九十一条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当

該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられてい

る自動車 

イ 手動装置 

車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できな

い場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの 

ロ 左足用アクセル 

 右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作で

きるように設置されるもの 

ハ 足踏式方向指示器 

 右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示

器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの 

ニ 右駐車ブレーキレバー 

 左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバー

が操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの 

ホ 足動装置 

 両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で

運転操作できるようにするもの 

ヘ 運転用改造座席 

 身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加

した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるも

の 

三十八 車椅子及び電動車椅子（以下この号において「車椅子等」という。）を使用する

者を車椅子等とともに搬送できるよう、車椅子等昇降装置を装備し、かつ、車椅子等

の固定等に必要な手段を施した自動車（乗車定員１１人以上の普通自動車については、

車椅子等を使用する者を専ら搬送するものに限る。） 

 

２ 身体障害者用物品の修理 

  前項の第一号から第二十号までに掲げるものに係る修理、第三十七号に掲げる補助手

段に係る修理及び第三十八号に掲げる車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第一 盲人用カセットテープレコーダー（第二十一号関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

ＴＣＭ－４ＴＲ ソニー株式会社 東京都港区港南一丁目７番１号 

 

別表第一の二 視覚障害者用ポータブルレコーダー（第二十一号の二関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

プレクストークポータブルレコーダＰ

ＴＲ２ 
シナノケンシ株式会社 長野県上田市上丸子 1078番地 

プレクストークＰＴＮ２ シナノケンシ株式会社 長野県上田市上丸子 1078番地 

スピーチオライフ 株式会社廣済堂 東京都港区芝四丁目６番 12号 

らいふ 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

 

別表第二 視覚障害者用拡大読書器（第二十八号の三関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

オプチスコープＴＯＰ－ＡＦ２１ 株式会社ミカミ 東京都千代田区麴町一丁目 10番１号 

オプチスコープＴＯＰ－ＡＦ２２ 株式会社ミカミ 東京都千代田区麴町一丁目 10番１号 

遠近オプチスコープＴＯＰ－ＡＦ２３ 株式会社ミカミ 東京都千代田区麴町一丁目 10番１号 

センスビューＰ430 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

センスビューＰ430 ケージーエス株式会社 埼玉県比企郡小川町小川1004 

クリアビュープラス17型ＬＣＤモニタ

モデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ルッキー 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

センスビュー Ｍ430 デュオ 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

クリアビュープラス１８．５型LCDモ

ニタモデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

クリアビュープラス１９型LCDモニタ

モデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

クリアビュープラス２２型LCDモニタ

モデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

センスビューライト P350 Sense Vi

ew LIGHT 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

マノ ＭＡＮＯ 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ＡＶ－１００ＣＰ １９型LCDモニタモ

デル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ＡＶ－１００ＣＰ １９型LCDモニタモ

デル 
株式会社エルモ社 愛知県名古屋市瑞穂区明前町６番14号 

センスビュー D650 19型 LCDモ

ニタモデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 



センスビュー D650 22型 LCDモ

ニタモデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ルッキープラス 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

Eye-c 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

アイ・ラビュー 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

アイ・ラビュー  Ｚ４ 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

クリアビュープラス24型ＬＣＤモニタ

モデル TwinView 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

コンパクト ５ＨＤ 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

コンパクト ７ＨＤ 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ズーマックス スノー 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ズーマックス レビュー 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ズーマックス レビュー 17型ＬＣＤモ

ニタモデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ズーマックス レビュー 19型ＬＣＤモ

ニタモデル 
株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

Crystal XL 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

Crystal + 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番11号 

ＢＲＩＧＨＴ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＳＰＥＣＴＲＵＭ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＳＴＡＲ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲＶＩＥＷ  ＣＯＭＰＡＣＴ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＳＰＥＣＴＲＵＭ  ＶＧＡ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ  ＦＡＲＶＩＥＷ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲＶＩＥＷ ＢＲＩＧＨＴ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲＶＩＥＷ ＳＰＥＣＴＲＵＭ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 



ＣＬＥＡＲＶＩＥＷ ＳＰＥＣＴＲＵＭ Ｖ

ＧＡ 
ウンメルスプロダクツ株式会社 

東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲＶＩＥＷ ＳＴＡＲ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＤＯＭＩＮＯ ＳＰＥＣＴＲＵＭ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＳＥＮＴＲＹ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲＮＯＴＥ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＳＰＡＲＫ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＮＯＴＥ ＶＩＳＩＯＮ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲ－Ｚ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ－Ｚ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

スパークビュワー ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

ＣＬＥＡＲ－Ｚ／２ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

スパーク ＭＫ２ ウンメルスプロダクツ株式会社 
東京都品川区東五反田一丁目９番10号神野

ビル６階601号 

イージーアイポケット 株式会社おんでこ 東京都豊島区西池袋三丁目22番13号 

イージーアイポケット“ＴＹＰＥ－Ｌ” 株式会社おんでこ 東京都豊島区西池袋三丁目22番13号 

ポケットＭＡＸ 株式会社おんでこ 東京都豊島区西池袋三丁目22番13号 

アイビジョンデジタル５Ｎ－ＮＯＴＥ アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

アイビジョンデジタル５Ｎ－ＮＯＴＥ－

ＶＯＩＣＥ 
アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

アイビジョンアナログ７Ｚ－ＬＣＤ アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

アイビジョンアナログ９０３Ｚ－ＬＣＤ アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

アイビジョンアナログ９０６Ｚ－ＸＹ－

ＬＣＤ 
アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

アイビジョンデジタルビデオ１１ＡＦ

－ＨＤＭＩ 
アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

アイビジョンデジタルビデオ１２ＫＬＣ

Ｄ 
アイネットワーク有限会社 東京都日野市西平山五丁目23番地の12 

ポケットビューワー 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番12号 



モノマウス 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番12号 

カラーマウス 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番12号 

モノマウス－ＲＭ 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番12号 

カラーマウス－ＲＭ 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番12号 

カラーマウス－ＲＭ 株式会社ビジュアルウェア 東京都港区南青山二丁目４番15号 

モノマウス－ＵＳＢ 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番 12号 

ズーム－ＥＸ 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番 12号 

ポータバイザー 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番 12号 

カラーマウス－ＵＳＢ－ＲＭ 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番 12号 

ジュニア 株式会社ケイメイ 宮崎県宮崎市清水三丁目７番 12号 

パワード・アイ 有限会社パワードアイ 東京都世田谷区千歳台三丁目３番12号 

パワードアイ ビューカム 有限会社パワードアイ 東京都世田谷区千歳台三丁目３番12号 

パワードアイ ビューカム／２ 有限会社パワードアイ 東京都世田谷区千歳台三丁目３番12号 

Ａssist Ｍaster 株式会社インフォメーションヒーローズ 栃木県宇都宮市中今泉三丁目13番13号 

ＡcrobatＬＣＤ 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

Ｍerlin ＬＣＤ 19インチ 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

Ｍerlin LCD LIMITED 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

amigo 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

Pebble  4.3インチ 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

transformer 株式会社日本テレソフト 
東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

Ａcrobat アームタイプ19インチモニ

ター付き 
株式会社日本テレソフト 

東京都千代田区麴町一丁目８番１号半蔵門

ＭＫビル１階 

ヴェルテックス 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目28番地の１ 

アラジン 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

アラジンジニープロ 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

オリンピア 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

アトラス710 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

ピコ 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

アラジンエーペックス17インチ 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

アラジンエーペックス20インチ 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

アラジン・サンシャインプロ 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 

エーペックス・ベーシック 株式会社インサイト 仙台市泉区長命ケ丘三丁目 28番地の１ 



オニキス 有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

サファイア 有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

ルビー 有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

オニキスデスクセット１７インチタイ

プ 
有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

オニキスデスクセット１９インチタイ

プ 
有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

オニキスデスクセット２２インチタイ

プ 
有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

トパーズ 有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

トパーズスイベルモニタ１９インチタ

イプ 
有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

トパーズスイベルモニタ２２インチタ

イプ 
有限会社エクストラ 静岡市清水区谷田 12番 24号 

拡大読書器  ＶＳ－５ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

拡大読書器  ＶＳ－２０００ＡＦ Ｄ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

拡大読書器  ＶＳ－３０００ＡＦ Ｄ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

拡大読書器  ＶＳ－３０００ＡＦ Ｄ 

[タイプＡ] 
株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

拡大読書器  ＶＳ－５０００ＬＣＤ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

拡大読書器 ＶＳ－２０００ＡＦ Ｄ［タ

イプＡ］ １７型 
株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

グラジュエイト 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

シナジー１９Ａ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

シナジー１９Ｓ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

シナジー２２Ａ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

シナジー２２Ｓ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

バーサ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

バーサプラス 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

ポケットプラス 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

３６０ 株式会社西澤電機計器製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城 6249番地 

携帯型拡大読書器 ＥＪ－ＶＭ０１Ｎ

Ｐ 
パナソニックヘルスケア株式会社 愛媛県東温市南方 2131番地１ 

音声・拡大読書機 よむべえ 株式会社アメディア 
東京都新宿区西早稲田二丁目 15番 10号西

早稲田関口ビル３階 

アイシー 株式会社アメディア 
東京都新宿区西早稲田二丁目 15番 10号西

早稲田関口ビル３階 

オーキー 株式会社アメディア 
東京都新宿区西早稲田二丁目 15番 10号西

早稲田関口ビル３階 



オーマックス 株式会社アメディア 
東京都新宿区西早稲田二丁目 15番 10号西

早稲田関口ビル３階 

キャプチャー 株式会社アメディア 
東京都新宿区西早稲田二丁目 15番 10号西

早稲田関口ビル３階 

ミニマックス 株式会社アメディア 
東京都新宿区西早稲田二丁目 15番 10号西

早稲田関口ビル３階 

音声拡大読書器 とうくんライト 株式会社アイフレンズ 大阪市此花区西九条一丁目 33番 13号 

 

別表第二の二 視覚障害者用音声ＩＣタグレコーダー（第二十八号の七関係） 

 

別表第三 聴覚障害者用屋内信号装置（第二十九号関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

おしらせらんぷＢＡ－０５ リオン株式会社 東京都国分寺市東元町三丁目20番41号 

回転呼び出し灯     株式会社アシスト    東京都杉並区下井草五丁目18番14号  

守護神 株式会社アシスト    東京都杉並区下井草五丁目18番14号  

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28番４号 

シルウォッチＴＹＰＥ１ 株式会社東京信友  東京都新宿区新宿一丁目14番５号 

シルウォッチTYPE1 キューブライト 株式会社東京信友  東京都新宿区新宿一丁目14番５号 

シルウォッチ2011モデル 給付セット 株式会社東京信友  東京都新宿区新宿一丁目14番５号 

ブルブルセンスＢＳ－50 株式会社コニック 東京都渋谷区恵比寿南三丁目１番20号 

ロードケア ウェルフェア株式会社 山梨県甲府市飯田三丁目１番２号 

 

別表第三の二 聴覚障害者用情報受信装置（第二十九号の二関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

アイ・ドラゴン３ 株式会社アステム  大阪府大阪市北区東天満二丁目７番12号 

 

別表第四 重度障害者用意思伝達装置（第三十三号関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

コミュニケーション「愛」 社会福祉法人クピド・フェア 北海道岩見沢市志文町301番地３ 

伝の心 株式会社日立ケーイーシステムズ 千葉県習志野市東習志野七丁目１番１号 

ＬＵＣＹ ダブル技研株式会社 神奈川県藤沢市長後903番地の３ 

「心語り」ＹＮー501 エクセル・オブ・メカトロニクス株式会社 東京都練馬区関町東二丁目14番４号 

EMOS PX 株式会社テクノスジャパン 兵庫県姫路市北条一丁目266番地 

MCTOS ModelWX 株式会社テクノスジャパン 兵庫県姫路市北条一丁目266番地 

マイトビーP10 トビー・テクノロジー・ジャパン株式会社 東京都港区高輪三丁目４番13号 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

ものしりトーク ＺＥＲ－868Ｖ 
パナソニックシステムネットワークス株式

会社 

福岡市博多区美野島四丁目１番 62号 

タッチメモ 株式会社タイムズコーポレーション 兵庫県宝塚市高司一丁目６番 11号 



レッツ・チャット パナソニックヘルスケア株式会社 愛媛県東温市南方2131番地１ 

意思伝ＶＣ 株式会社ボイスキャン 岡山県岡山市東区古都南方2893番地123 

 

別表第五 携帯用会話補助装置（第三十三号の二関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

トーキングエイドＩＴ 株式会社バンダイナムコゲームス 東京都品川区東品川四丁目５番15号  

トーキングエイドライト 株式会社バンダイナムコゲームス 東京都品川区東品川四丁目５番15号  

ビバボイス 社団法人銀鈴会 
東京都港区新橋五丁目７番13ビュロー新橋90

1 

ハートチャット 国際電業株式会社 愛知県名古屋市昭和区円上町27番14号 

マルチレベルメッセージメイト パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

ミニメッセージメイト パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

メッセージメイト パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

スーパートーカー パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

スーパートーカーボードメーカータイ

プ 
パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

ＶoiceＣarry  ＰＥＣＨＡＲＡ パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

アイトーク パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

リンゴ パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

アイトークウィズレベル パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

トーキングブリックス パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

VOCAフレックス２ パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

クイックトーカー７ パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

クイックトーカー１２ パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

クイックトーカー２３ パシフィックサプライ株式会社 大阪府大阪市北区天神橋一丁目18番18号 

カーディナル 株式会社コムフレンド 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花69番２ 

チッカディ 株式会社コムフレンド 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花69番２ 

ブルーバードⅡ 株式会社コムフレンド 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花69番２ 

テックトーク６×８ 株式会社アクセスインターナショナル 東京都練馬区羽沢三丁目40番７号 

テックスピーク２×32 株式会社アクセスインターナショナル 東京都練馬区羽沢三丁目40番７号 

テックスピーク６×32 株式会社アクセスインターナショナル 東京都練馬区羽沢三丁目40番７号 

パートナー/フォープラス 株式会社アクセスインターナショナル 東京都練馬区羽沢三丁目40番７号 

ゴートーク４＋ 宮崎美和子（こころ工房） 徳島県徳島市方上町馬場の上28－３ 

ゴートーク９＋ 宮崎美和子（こころ工房） 徳島県徳島市方上町馬場の上28－３ 

チャットボックスＣＢー１ 宮崎美和子（こころ工房） 徳島県徳島市方上町馬場の上28－３ 

チャットボックスＤＸ 宮崎美和子（こころ工房） 徳島県徳島市方上町馬場の上28－３ 

ゴートーク20＋ 宮崎美和子（こころ工房） 徳島県徳島市方上町馬場の上28－３ 

ゴートークポケット 宮崎美和子（こころ工房） 徳島県徳島市方上町馬場の上28－３ 

トビーS32タッチ トビー・テクノロジー・ジャパン株式会社 東京都港区高輪三丁目４番13号 



トビーS32スキャン トビー・テクノロジー・ジャパン株式会社 東京都港区高輪三丁目４番13号 

 

別表第六 福祉電話器（第三十五号関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

シルバーホンひびき 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホンひびき 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

シルバーホンひびきＳ 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホンひびきＳ 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

シルバーホンふれあい 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホンふれあい 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

シルバーホンふれあいＳ 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホンふれあいＳ 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

シルバーホンひびきＳⅡ 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホンひびきＳⅡ 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

シルバーホン・ひびきＳⅢ 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホン・ひびきＳⅢ 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

シルバーホン・ふれあいＳⅡ 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目19番２号 

シルバーホン・ふれあいＳⅡ 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番15号 

 

別表第七 視覚障害者用ワードプロセッサー（第三十六号関係） 

製 品 名（品番） 販  売  元 販売元の住所又は所在地 

ブレイルライト 株式会社インターリンク 横浜市港北区太尾町100番地１ 

ブレイルメモＢＭ16 ケージーエス株式会社 埼玉県比企郡小川町小川1004 

ブレイル スタディ BS1 ケージーエス株式会社 埼玉県比企郡小川町小川1004 

ブレイルセンス日本語版 有限会社エクストラ 静岡県静岡市清水区谷田12番24号 

ボイスセンス 有限会社エクストラ 静岡県静岡市清水区谷田12番24号 

ブレイルセンスプラス日本語版 有限会社エクストラ 静岡県静岡市清水区谷田12番24号 

ブレイルセンスオンハンド日本語版 有限会社エクストラ 静岡県静岡市清水区谷田12番24号 

 


