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ここだよAここだよＳ

3,693 円

ここだよS ここだよA

大きい

3,888円

その都度設定が必要

120dB

90dB

ＨＰにて音の視聴が可能です ＨＰにて音の視聴が可能です

30～40m

単4型×2

ボタン電池(CR2032)×1

10.5×4.6×1.3cm　重さ：54g

5.0×3.6×1.0cm　重さ：10g

2015年8月25日

中国

定価（税込）

販売価格（税込）

品名

発信器のボタン

発信器と受信器の設定

メーカー公称値

当社実測値　※1

音の視聴　※2

到達距離（見通しの良い所）

電池

（付属）

発信器

発信器

受信器

サイズ
受信器

原産国

発売日

受信器

音量

3,240 円

小さい

オープン価格

設定済

75～80dB

75dB

25～40m

ボタン電池(CR1632)×1　交換時に精密ドライバーを使用

ボタン電池(CR2032)×2

6.5×3.2×1.1cm　重さ：12.5g

5.2×3.2×1.3cm　重さ：11.5g

2014年1月6日

中国

ここだよA

シリーズ探し物発見器

財布やリモコンなどをどこに置いたか忘れてしまったときに

役立ちます。発信器のボタンを押すと、受信器から大きな音

がして探し物が見つけられます。

「ここだよS」は、発信器のボタンが大きいことと、設定等が

簡単で使いやすいです。

使いやすさの「ここだよＳ」と大きい音の「ここだよＡ」。

下記比較表を参考に、ニーズに合わせてお求めください。

ボタンを押すだけで「どこいった？」を解消！

失くし物や置き忘れの多い方におすすめです！ 

購入前に実際に試してみたい場合は、無料貸出を行なっています。
当社からの貸出費用と発送費用は無料、

お客様からの返送費用のみご負担いただきます。

高齢者・認知症やその疑いがある方、交通事故などで頭を打った方、脳卒中など

の脳の病気をした方など、もの忘れが気になる方の記憶をサポートします。

毎日書くことで、困っていた予定のやり残しや、約束を忘れることが減ります。

著：安田 清

A4 変形版　1,296 円

※1 静かな部屋にて音源より1mで測定した参考値　　※2 当社にて録音

に

音

が

消

めで
に

音

が

消！

です！ 

15,120 円

監修：飯干紀代子

認知症者のコミュニケーション能力の全体像をスクリーニングして、支援の方向性を示します。

認知症コミュニケーションスクリーニング検査 (ＣＳＴＤ)

①聴覚・認知・言語・構音の４領域を包括的に評価できます。

②検査結果からコミュニケーション障害を類型化して、支援方法の方向性を示すことが可能です。

③付属のCD-ROMに収録されているExcelファイルに結果を入力して、Ａ４判１枚の報告書を作成できます。

④４領域の得点をレーダーチャートで示すことにより、他職種や家族にわかりやすく説明できます。

商品内容：マニュアル／検査フォーム(手書き用) ３枚／記録用紙  ２枚１組×３／検査用物品(時計・櫛・眼鏡・手帳・爪切り・万年筆) 各１／

　　　　　文字・短文カード／滑り止めシート／CD-ROM（検査フォーム.xls・マニュアル.pdf）／ケース

す。

す。

手帳・爪切り・万年筆) 各１／

支援者
向け

もの忘れが気になる方へ　新記憶サポート帳３ヶ月分
記入可能

「物忘れ外来」のリハビリを担当する言語聴覚士が、長年の臨床から開発！

特長

見本

●その日の予定と実際やったことをチェック出来る　●領収書などが隣の見開きページに貼れる

●服薬時間や食事内容が書ける　●ものの置き場所や重要事項を書くページがある等



もの忘れ・認知症、高齢者関連製品もの忘れ・認知症、高齢者関連製品

「最近薬の飲み忘れが増えて…」 「飲んだかどうか思い出せなくて…」

このように薬を飲み忘れてしまった経験はありませんか？ そんな方にお勧めです。

人や動きを探知すると音でお知らせしてくれます！

おくすりハウスシリーズは壁掛けタイプのお薬入れです。

Ｗプラスは新製品で、上部にお薬手帳や診察券などが入る便利なポケットが付いています。

認知症の人が目的の場所がわからなくなった場合「ここはトイレです」のような音声で

案内します。

当社販売の抱き人形エルちゃんと組合せ、本機を人形の前に置いておくと、人形が話

しかけたように聞えるため、音声への関心がより高まります。

　 抱き人形エルちゃん・人感センサー付音声案内機 Ｙ セット

※2
※1 音質評価は主観的な評価です。「Ｙ」より「Ｓ」の方が音質が良いです。　※２ 写真は人感センサー付音声案内機 Y セットになります。

こんな方にお勧め

素材 地球にやさしいリサイクルシート　PVC　　ポケット部分（透明）　抗菌加工 生産国 日本

おくすりハウスWプラス１週間1日４回用おくすりハウス１週間1日4回用

参考価格  1,944 円 販売価格  1,652円

おくすりハウス１週間1日3回用
縦60×横34.5 cm  210g

参考価格  2,538 円 販売価格  2,157円

おくすりハウス１週間1日4回用
縦60×横44.5 cm  270g

参考価格  3,780 円 販売価格  3,213円

おくすりハウス２週間1日４回用
 縦85.5×横44.5 cm  340g

参考価格  2,160 円 販売価格  1,836円

おくすりハウスWプラス１週間1日３回用
縦60×横34.5 cm　220g

参考価格  2,754 円 販売価格  2,340円

おくすりハウスWプラス１週間1日４回用
縦60×横44.5 cm　280g

参考価格  3,996 円 販売価格  3,396円

おくすりハウスWプラス２週間1日４回用
縦85.5×横44.5 cm　360g

写真はおくすりハウス

おくすりハウスWプラスの

1週間1日4回用になります。

種類によってポケットの数等

異なりますので

HPにてご確認ください

（受付時間：平日9：00～17：30）

※ 価格は消費税込です。

おくすりハウス１週間1日4回用 おくすりハウスWプラス１週間1日４回用おくすりハウスWプラス１週間1日４回用

おくすりハウスシリーズ　全6種類 

人感センサー付音声案内機

原産国

2,352円

録音が簡単にできる。

○（10秒以内）

×

1種類

×

○

左右角度約6°/上下角度約30°

約5m

録音音声の繰返し再生

×

普通

不明

9V角形電池

9V角形電池

W52×H120×D43mm　重さ：71g

中国

3,888円

外部録音音声の再生。長い時間も再生可能（メモリ容量まで）

×

○（MP3形式ファイル）

何種類でも可能（メモリ容量まで）

男女音声×各7種類、チャイム、計15種類

○（登録音の切換え）

左右角度約120°/上下角度約60°

約4m

同じ音声の繰返し再生と、複数の音声の順次再生

大・小の2段階

良

32MB

単4電池×3本 or ACアダプタ

壁面固定具、USBケーブル、単4電池×3本

W60×H90×D23mm　重さ：60g

中国

定価（税込）

販売価格（税込）

特長

録音

外部音声ファイル登録

音声を保存できる数

登録されている音声

チャイム・アラーム

　〃　　　　感知距離

人感センサー　感知範囲

再生モード

音量調節

電源

付属品

サイズ

本体メモリ

音質 ※1

品名 型番 人感センサー付音声案内機Y ヤザワ SE53 人感センサー付音声案内機Ｓ MS-V22

人感センサー付音声案内機Ｙ 人感センサー付音声案内機Ｓ

● お薬の量が多い方

● 幅広いスケジュール管理がしたい方

セット価格  8,100 円定価：抱き人形定価 7,560 円＋音声案内機 Y 定価 2,352 円＝計 9,912 円

定価：抱き人形定価 7,560 円＋音声案内機 S 定価 3,888 円＝計 11,448 円 セット価格  9,000 円

　 抱き人形エルちゃん・人感センサー付音声案内機 Ｓ セット
お得な

セット販売！

1,998円 3,694 円


