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ハンディキャップ／シニア用品

ハンディキャップ／シニア用品
キハラでは、車いす用の閲覧テーブルをはじめハンディウォークやルーペな
どご要望にあわせたハンディキャップ／シニア用品をとりそろえています。
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ハンディキャップ／シニア用品

納入事例

名取市立図書館（宮城県）

朝日町立図書館（富山県）

北茨城市立図書館（茨城県）

釧路市中央図書館（北海道）

宮津市立図書館（京都府）

TRC八千代中央図書館（千葉県）

吹田市立図書館 健都ライブラリー（大阪府）

吹田市立図書館 健都ライブラリー（大阪府）
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ハンディキャップ／シニア用品

納 入事例

飯能市立図書館（埼玉県）

葛飾区立中央図書館（東京都）

吹田市立千里山・佐井寺図書館（大阪府）

上越市立直江津図書館（新潟県）
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拡大読書器もご用意しています
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ハンディキャップ／シニア用品

■ スタンドルーペ／ハンドルーペ

Φ170

Φ120

LED採用により、
ちらつきがなく長時間の使用でも疲れません。
明るさの調整ができる目に優しいスタンドルーペです。
また、軽
い力で動き、
どこでも止まる、
インナースプリングアームや、
レン
ズ部分が軽量なので、操作も非常に楽になっています。
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ブラック
（Z）

レンズ倍率は1.75倍、
ゆがみ軽減設計で
す。
レンズの周りにLEDを配置した無影設
計となっており、LEDは30〜100％の無段
階調光が可能です。
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スタンドルーペ Z-37RL
482-06※ ￥22,800+税

ホワイト
（W）

アーム長：845 レンズ部分：W.170 D.250 H.24

LED：7.5W×1／鋼、
樹脂、
アルミ、
ガラスレンズ レンズサイズ：120Φ
クランプ：専用下締めクランプ
（黒色）
（取付可能厚55mmまで）
レンズキャップ付 コード長さ
：1.8m 電源：ACアダプター付

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

104ｇの軽さの手持ち式のルーペです。透明フレームなので視界が広く取
れ、四角いレンズは縦書き、横書きいずれにも便利です。

読みたい部分に置くだけで焦点が合う、置式のルーペです。バッテリー式の
LEDライトが内蔵されているので、暗い場所でも読むことができます。読んで
いる行が黄色く光りマーキングされるので、視認性が高まり非常に使いやす
いルーペです。

ハンドクリアルーペ

LEDハンドルーペ

482-053 ￥6,500+税
レンズサイズ約50×100

482-051 ￥28,600+税

倍率：2 レンズ：PXM®光学樹脂

約W.285 D.102 H.84

レンズサイズ約75×100 倍率：2.8 レンズ：PXM®光学樹脂 セラティック®ハードコーティング
付属品：輝度調節キャップ
（イエロー・オレンジ）
単2電池2本使用
（電池は付属しておりません）

脚を開いて置けば焦点が合う位置になる、置式のルーペです。手で持って
使うこともできます。

折りたたんで専用のケースに収納ができます。

ハンドルーペ
482-052 ￥19,200+税
レンズサイズ約75×100

エッシェンバッハ光学は、1913年にドイツ、バイエル
ン州ニュルンベルク市に創設され、
その製品は現在
82カ国で愛用されています。そのレンズは高透明
度・高純度・高硬度・高解像度を全て備えた独自開
®
発素材「PXM 樹脂」
で製作されています。通常の
アクリル製レンズの場合年数が経つと変色し透明
®
度が落ちる場合がありますが「PXM 樹脂」
にはその
心配がありません。
さらに一部の製品には独自の
®
「セラティック ハードコーティング」
を採用、
引っかき
傷等に非常に強い硬度となっています。

約W.120 D.94 H.29

倍率：2.8 レンズ：PXM®光学樹脂 セラティック®ハードコーティング
掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
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ハンディキャップ／シニア用品

あなたに読みやすさを届けるツール
専修大学文学部教授

〜リーディングトラッカーとリーディング ルーペ〜

野口 武悟

リーディングトラッカー、
リーディング ルーペ
（拡大機能付
きのリーディング トラッカー）
ともに、
ディスレクシア
（発達障
がいの一種で、読みに困難が生じる状態）
や視覚障がい
（とくに、視野狭窄や黄斑変性の状態）
のある人などに有
効な読書補助具として国際的に知られています。高齢化
の進展とともに、読みづらさを感じる人は増えていますの
で、
これらの必要性は高まっています。
2016年4月には「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」
（障害者差別解消法）
が施行され、公立図
書館、国公立の大学や学校の図書館を含む行政機関等
には障がいのある人への「合理的配慮」の提供が義務化
されました。
リーディング トラッカーとリーディング ルーペは、
障がいのある人の読書における
「合理的配慮」に他なりま

キハラでは、透明を含む8色のリーディング トラッカー、
2色のリーディング ルーペを用意していますので、
自分の見

せん。すべての図書館で常備しておきたいものです。
また、
リーディング トラッカーとリーディング ルーペは、集

え方にあった色を選んで使うことが可能です。

中して読書をしたい人などにも愛用されています。中学校

図書館では、
リーディングトラッカーとリーディング ルーペ

や高等学校では、授業で英語の多読教材を読む際にリー

をカウンターなどに常備しておき、障がいのある人に限定す

ディング トラッカーを全生徒に配って使用しているケースも

ることなく、希望すれば誰でも自由に利用できるようにして

あります。障がいの有無に関係なく、誰もが使えるユニバー

ほしいと思います。また、多くの人に使ってもらうためには

サルデザイン
（UD）
のツールなのです。

PRも大切です。

使い方はとてもシンプルです。本のページを開いて、文章
の読みたい行にリーディング トラッカーやリーディング ルー

沖縄県恩納村文化情報センターの取り組み
（写真）
が
参考になるでしょう。

ペを当てるだけです。当てた行に視点を集中でき、読みや
すくなります。

恩納村文化情報センター（沖縄県）の取り組み

ケースを作り、
バーコードラベルで管理。

書架の側板をリーディングトラッカーの
貸出置き場として有効活用。
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特に人気のある商品

カウンターの上で館内貸出用として設置。

グリーン購入法判断基準適合商品

ハンディキャップ／シニア用品

■ キハラ リーディング トラッカー／キハラ リーディング ルーペ
読書補助具のキハラ リーディング トラッカーは、視覚障害
（視野狭窄や黄
斑変性など）
の読書をサポートするツールであると共に、集中して読書をした
い人にも便利なツールです。
キハラ リーディングトラッカーを使えば、読みた
い行だけに視点を集中し文章を読むことができます。
学校や公共図書館に読書補助具を置いてニーズに応じて使えるようにし
ておく事は合理的配慮の提供になります。

イエロー
（Y）

ライトグリーン
（T）

エメラルドグリーン
（G）

ピンク
（P）

パープル（H）

クリア
（透明）
（0）

ブルー
（B）

人によって読みやすい色が異なるため、
8色をご用意しました。読みやすい色を
お選びください。

ローズピンク
（R）

読みたい行だけに集中して文章を読む
ことができます。

キハラ リーディング トラッカー
483-00※ ￥290+税

W.184 D.30

再生PET樹脂0.5t シルク印刷

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

断面が半円の棒状のレンズを、ページの上に置くだけで文字を2倍に拡大
して見ることができます。底面に幅4mmのカラーラインがあり、1行ずつ楽に
読みとれます。
学校や公共図書館に読書補助具を置いてニーズに応じて使えるようにし
ておく事は合理的配慮の提供になります。

150mm
ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）
210mm
ライトグリーン
（T）

イエロー
（Y）

キハラ リーディング ルーペ
483-10※

150mm

483-20※

210mm

￥1,150+税
￥1,610+税

W.150 D.25 H.11
W.210 D.25 H.11

透明アクリル シルク印刷

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

カラーラインはイエローとライトグリーン
の2種類があります。ルーペの長さはB5
判の幅に合わせた150mmとA4判に合
わせた210mmです。

ページ上に置くだけで文字が2倍に拡
大されます。
カラーラインのおかげで、
ど
こまで読んでいたのかすぐ確認できま
す。

リーディング トラッカーの
オリジナル製作を承ります。
記念イベントなどの配布物に、オリジナルのリーディング ト
ラッカーをつくってみませんか。
恩納村文化情報センターでは、村内在住のご希望の方に
配付予定のオリジナル リーディング トラッカーを製作しま
した。
図書館名だけでなく館のマスコットキャラクターや定規の
目盛りなどを加えることで、図書館らしさと新しい機能を付
け加えたデザインになっています。
また、パッケージの台紙
にも館内の写真を入れ工夫をしました。

2色でのカラー展開

館のマスコットキャラクター

「よむぞう」

台紙デザイン

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
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スタイリッシュで使いやすい、折りたたみ式歩行車です。
安全に安心して本を選び、運び、読むことができる、新しい図書館サービスを提供します。

ハンディウォークは、
ノルトライン・
ヴェストファーレン・デザインセン
ター
（ドイツ）
が選定を行うレッド
ドット・デザイン賞を受賞しました。

470

550

690〜880

ハンディキャップ／シニア用品

■ ハンディウォーク

600

650

ハンディウォーク Ｍ
466-510 ￥58,000+税

W.600 D.650 H.690〜880

最大使用者体重：130kg フレーム：アルミ製 硬質アルマイト処理
バスケット積載量：約5kg

廃止

質量：6.9kg

200Φキャスター

ハンディウォーク用

466-705 杖ホルダー
￥6,500+税
466-706 交換用バスケット ￥6,500+税

フレーム取付け式
積載量：5kg

安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
○製品の仕様及び外観は、
改良のため予告なく変更することがあります。
○カタログと実際の製品の色とは、
印刷の関係で多少異なる場合があります。

杖ホルダー

ハンディウォークの特徴

188

【製造元】Sunrise Medical AS.
【輸入元】
パラマウントベッド株式会社

操作性とデザイン性に、安全性をプラスし、
さまざまな機能を搭載しました。

押し手ハンドル

手元ブレーキ

バックレスト

身長に合わせて、ハンドルの
高さを調節可能。
グリップは、
握りやすくからだを支えやす
いように工夫した独自の形状
を採用しています。
690〜880mm
（6段階）

操作しやすい大型のブレーキ
レバーを採 用 。後 輪キャス
ターをロックする駐車ブレーキ
としても利用できます。後輪
のブレーキ部は段差との接
触などによって破損しにくい
独自の構造です。

座面に座る際に腰部を支え
るベルトが付いています。必
要に応じて取り外しが可能で
す。

フレーム

座面

キャスター

フレームはアルミを使用。軽
量で、表面にはキズやサビが
付きにくい硬質アルマイト処
理を施しています。

休憩したい時に座ることので
きる便利な座面です。歩行の
際に足元が確認できるよう、
視認性の高いメッシュシートを
使用しています。

四輪すべてに直径200mm
の大径キャスターを採用。カ
ウンター前の展示ブロックを
楽々乗り越えられます。キャス
ターの幅は36mmのワイドタ
イプなので溝などにも落ちに
くい仕様です。

収納バスケット

段差乗り越えバー

折りたたみ式

メッシュ素材を使用することで
前方足元の視認性にも配慮
しました。取り外しも可能で、2
本の持ち手が付いているほ
か、内側には小物の収納に
便利なポケットも付いていま
す。本が入ったバスケットごと
取り外せますので、
カウンター
での手続きが楽に行えます。

後輪フレームには、段差を乗
り越える際に便利な、段差乗
り越えバーを装備しています。

座面の折りたたみ用持ち手
を持ち上げるだけで、
ワンタッ
チで折りたためます
（収納バ
スケットを付けたままでも可
能）。折りたたんだ状態で自
立でき、持ち運ぶ際も上方の
搬送時グリップを持ちながら
移動できます。
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グリーン購入法判断基準適合商品

K-ウッド

菌の繁殖を抑える素材使用

受注生産品

甲板が電動昇降装置により、高さ700mmから最大800mmまで可動する
ので、最適な高さに調節できます。

ハンディキャップ／シニア用品

■ テーブル／車いす／書見台
コンパクトに折りたためて収納できるのでとても便利です。

車いすは別売です。

450

甲板カラー
A-300

A-400

木目
（X）

グレー
（L）

650
630

700

50

20

100

700

335
100

255
590

10

木製閲覧テーブル 車いす用
327-11※ ￥678,500+税

車いす アルミ製
439-040 ￥56,000

W.1,000 D.700 H.700〜800

K-ウッド ポリウレタン塗装 甲板：
メラミン化粧板
（抗菌剤入） アジャスター付
電動式：AC100V 50Hz／60Hz 80W スピード：6mm/sec 押力：3,920N
（約400kg）

非課税指定商品

W.620 D.1,000 H.900 SH.430

折りたたみ可能 背固定式 ノーパンクタイヤ

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

拡大読書器もご用意しています。また、拡大読書器
用のテーブルや車椅子用のテーブルを、ご希望の材
質、寸法、デザインで製作いたします。

5
8.

16

.5

360

34

36

5

角度を4段階に調節できるので、読書に最適の角度に合わせられます。
また、書見台以外にも図書・資料の展示台としても活用できます。

25

.5

320

書見台
392-921 ￥13,000+税

約W.428 D.365 H.360

メープル材

立ち上がりが楽なシニア用の肘付ロビーチェアや
肘付椅子をご用意しています。

NDC ピクトクラムを公開しています。
誰が見てもわかりやすく、遠くからでも見つけやすい、読みたい本を探しや
すくすることを目的に、
日本十進分類法
（NDC）
のピクトグラムを制作しま
した。

詳しくは229ページをご覧ください。

詳しくは180ページをご覧ください。

詳しくは271ページをご覧ください。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様の変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
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