
指伝話　評価用機器貸出　申込書 

評価機器の貸出をご希望の方は、注意事項をご確認の上、申込書にご記入いただき、メール、ファクス 
または郵送にてお送りください。申し込み内容をメール本文に記入して送っていただいても結構です。 
折り返し、確認の連絡し、機材と日程の調整後にお貸し出しとなります。 

【お申込内容】 太枠の中にご記入ください。 □欄は✔ してください。 

【お申込書送付先】 

お申し込み日 　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

貸出開始希望日 　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日頃から

貸出期間に関するご希望

貸出希望 iPad 本体 □ どちらのサイズでもよい

□ 標準サイズ　iPad        （10.2インチ第８世代　または　9.7インチ第６世代）

□ 小サイズ　　iPad mini （7.9インチ第5世代 または 7.9インチ第４世代）

通信用SIM □ 希望　（別途通信費用がかかります）

スイッチ接続 □ スイッチ接続キット（有線・無線）

スイッチ ご希望のスイッチは、必須の場合は○を、在庫があれば希望は△を、ご記入ください。

－ フィルムケーススイッチ（スイッチ貸出時は標準） ジェリービーンスイッチ

エアースイッチ２　AS2 スペックスイッチ

ピエゾニューマティックセンサスイッチ PPS タッチスイッチ

Zoomによる勉強会 □ 希望　（日程は別途調整します）

お申込者 
　　　　　　
　 
　　　　　　
　 

ご所属

お名前

電話・ファクス

メール

送付先ご住所 　〒

お使いになる方 □ 導入検討の方 □ リハ関係者

□ 学校関係者　 □ その他（　　　　　　　　　　　）

より有効にお試しいただ
くための追加情報

試用目的や試用する方の身体の状態等を、差し支えない範囲でお知らせください。

 有限会社オフィス結アジア
　〒251-0012 神奈川県藤沢市村岡東3-12-10
　メール info@yubidenwa.jp      ファクス  0466-21-7996
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指伝話　評価用機器貸出について 

有限会社オフィス結アジア 
251-0012 神奈川県藤沢市村岡東 3-12-10  

Tel. 0466-21-7448, Fax. 0466-21-7996 メール info@yubidenwa.jp 

評価機器の貸出をご希望の方は、注意事項をご確認の上、申込書にご記入いただき、メール、ファクスまたは郵送にてお送りください。
申し込み内容をメール本文に記入して送っていただいても結構です。折り返し、確認の連絡し、機材と日程の調整後にお貸し出しとなります。 

【注意事項】 
１．貸出期間 
　　　・通常は１週間（到着、返送日は含みません）です。 
　　　・例えば週に１度の訪問時に試してみたいという場合、２週にわたってお試しいただけるよう、日程で調整します。 
　　　・長期での試用をご希望の場合は、ご相談ください。一般向けのiPadレンタル・スイッチのレンタルサービスで  
　　　　お借りいただき、弊社でアプリを試用できる環境を準備する方法を別途ご案内します。 

２．Zoomによる説明会 
　　　・Wi-Fiが使える環境の方には、貸出機到着後、Zoomによるオンライン説明会を致します。 
　　　・指伝話アプリやスイッチ接続、スイッチコントロールについて、１時間程度、一緒にiPad画面を見ながらご説明します。 
　　　・お送りするiPadでご覧いただくこともできますが、その場合は指伝話を使いながら見ることができませんので、 
　　　　できれば別途Zoomが使える機材をご準備いただくことが望ましいです。 
　　　・説明会は、貸出機の担当の方だけでなく、事業所のスタッフの方たちにも一緒にご参加いただいて構いません。 

３．貸出期間中のサポート 
　　　・電子メール、電話、ファクスにて、ご質問・ご相談にお答えします。 
　　　・状況に応じて、Zoomによる画面を確認しながらのサポートを致します。 

４．費用 
　　　・送料（神奈川県からの宅配便の往復送料）と、貸出事務手数料（1回5,500円）をご負担ください。 
　　　・貸出機とともに、貸出事務手数料に往路の送料を加えた金額の請求書をお送りします。ご返却までにお振込ください。 
　　　・復路の宅配便はクロネコヤマトの着払い伝票をお使いください。 

５．貸出内容 
　　　・現在、貸出可能な機材は次のものです。日程によってはご希望に添えない場合もありますが、お申込時にご希望の 
　　　　機材をお知らせください。 

６．その他 
　　　・貸出は、病院や施設・学校など法人が対象です。個人への貸出は行っていません。ご了承ください。 
　　　・貸出費用をご負担いただくのは、法人・実際に利用される方のどちらでも構いませんが、貸出窓口は法人となります。 
　　　　個人で貸出を希望される場合は、セラピストさんや学校の先生にご相談ください。 
　　　・指伝話アプリのご利用には、基本的には通信環境は必要ありません。指伝話コミュニケーションパック（指伝話メモリ） 
　　　　で、メールやメッセージの送信、インターネットの閲覧等を行う場合には、Wi-Fi環境が必要です。 
　　　・貸出機のアプリ内に登録されていることばや画像は、自由に変えてお試しください。iPadはご返却いただいた後に  
　　　　初期化します。 
　　　・アプリ・スイッチコントロールの説明書は、iPadのブックアプリでご覧ください。弊社ウェブからダウンロードも可能です。 
　　　・お持ちのスイッチを接続してお試しいただくことが可能です。スイッチをお持ちでない場合には、動作確認のために弊社 
　　　　所有のスイッチの貸し出しが可能です。他のスイッチをご希望の方には、メーカーのレンタルサービスをご案内します。 
　　　・あらかじめお身体の状態などをご相談いただければ、スイッチコントロールの設定をした上でお送りします。 
　　　・貸出中に操作方法などご不明なことがある場合は、メール、電話、FaceTime（テレビ電話）にてサポート致します。 
　　　・期間の延長は、その後の貸出予定がなければ調整致します。あらかじめご相談ください。 
　　　・機材の破損・紛失の場合、修理代または同等品の購入代金をご負担いただくことがあります。問題が起きた時は、 
　　　　まずご連絡ください。 
　　　・お送りした機材に問題がある場合は、ご使用開始前にご連絡ください。 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指伝話アプリ 
　指伝話コミュニケーションパック一式 
　　　指伝話プラス（ことばタイプ） 
　　　指伝話文字盤（文字盤タイプ） 
　　　指伝話メモリ（カードタイプ） 
　　　およびコンテンツ一式 

スイッチ接続キット 
　Lightning, 有線無線タイプ, 電源口なし 

iPad本体 
　標準サイズ　iPad（10.2インチ第8世代 または 9.7インチ第6世代） 
　小サイズ　　iPad mini（7.9インチ第５世代 または 7.9インチ第４世代） 
　・いずれも  iPadOS 14, Wi-Fi+セルラー版ですがSIMカードは入っていません。 
　・お持ちのSIMカードを使って試したい場合やSIMカードの貸出をご希望の方は 
　　別途ご相談ください。 

スイッチ 
　1）エアスイッチ ２（空圧センサスイッチ） 
　2）ピエゾニューマティックセンサスイッチ（圧電素子・空圧センサスイッチ） 
　3）ジェリービーンスイッチ（押しボタン型の接点式スイッチ） 
　4）スペックスイッチ（押しボタン型の接点式スイッチ） 
　5）タッチスイッチ（タッチセンサースイッチ） 
※スイッチ貸出時は、接続確認用のフィルムケーススイッチは必ずお送りします。



指伝話　評価用機器貸出　申込書 

評価機器の貸出をご希望の方は、注意事項をご確認の上、申込書にご記入いただき、メール、ファクス 
または郵送にてお送りください。申し込み内容をメール本文に記入して送っていただいても結構です。 
折り返し、確認の連絡し、機材と日程の調整後にお貸し出しとなります。 

【お申込内容】 太枠の中にご記入ください。 □欄は✔ してください。 

【お申込書送付先】 

お申し込み日 　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

貸出開始希望日 　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日頃から

貸出期間に関するご希望

貸出希望 iPad 本体 □ どちらのサイズでもよい

□ 標準サイズ　iPad        （10.2インチ第８世代　または　9.7インチ第６世代）

□ 小サイズ　　iPad mini （7.9インチ第5世代 または 7.9インチ第４世代）

通信用SIM □ 希望　（別途通信費用がかかります）

スイッチ接続 □ スイッチ接続キット（有線・無線）

スイッチ ご希望のスイッチは、必須の場合は○を、在庫があれば希望は△を、ご記入ください。

－ フィルムケーススイッチ（スイッチ貸出時は標準） ジェリービーンスイッチ

エアースイッチ２　AS2 スペックスイッチ

ピエゾニューマティックセンサスイッチ PPS タッチスイッチ

Zoomによる勉強会 □ 希望　（日程は別途調整します）

お申込者 
　　　　　　
　 
　　　　　　
　 

ご所属

お名前

電話・ファクス

メール

送付先ご住所 　〒

お使いになる方 □ 導入検討の方 □ リハ関係者

□ 学校関係者　 □ その他（　　　　　　　　　　　）

より有効にお試しいただ
くための追加情報

試用目的や試用する方の身体の状態等を、差し支えない範囲でお知らせください。

 有限会社オフィス結アジア
　〒251-0012 神奈川県藤沢市村岡東3-12-10
　メール info@yubidenwa.jp      ファクス  0466-21-7996
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2021 2 12
2021 3 中旬
毎週⽉曜⽇ 訪問 、⽉曜⽇ ２回含 欲 。

✔

○

△

・訪問看護
藤沢 花⼦
電話 0466-21-7448     0466-21-7996
info@yubidenwa.jp
251-0012��藤沢市村岡東３−１２−１０

✔ ✔

神経難病 ⽅ 操作 実際 試 。�
指先 少 動 、奥⻭ 噛 動 可能 。�
来客 、家族 ⾏ 要
望 。家族 呼 出 使 ？�
⾳楽 読 LINE 。

（記⼊例）

○

✔

✔


