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e-ST契約について
　「指伝話メモリ for ST」（アプリ）はe-ST契約の中で提供しています。１年ごとの年間更新契約を結んでい
ただくと、新しい絵カードの提供などをしています。 
　e-ST契約は、契約を結ぶ対象によって契約タイプが分かれています。  

【 H タイプ　病院・施設】 
　STが所属する病院や施設を経営する法人が対象です。 
　本院と分院などは同一法人であれば１契約となります。 

【 E タイプ　教育機関】 
　大学や専門学校などST養成校の学校法人が対象です。 
　利用料と年間更新料が教育用割引適用となります。また、iOSアプリは20台以上の端末に導入する場合に 
　50%割引となるAppleの制度（VPP）を利用することもできます。20台に満たない場合でも指伝話アプリは 
　20%割引となります。 

【 O タイプ　ST団体】 
　都道府県士会やST勉強会などのST団体が対象です。 
　団体に加入される方が個人でPタイプの契約を結んでいただくことになります。Pタイプの契約を結んでいな 
　くても団体に所属のSTには指伝話アプリは15%割引となります。 

【 P タイプ　ST団体に所属する個人】 
　Oタイプの契約を結んだST団体に所属する個人が対象です。 

【 A タイプ　年間契約なしの法人・個人】 
　年間更新契約を結ばない契約です。法人・個人が対象です。 
　他の年間更新契約で提供するアプリコンテンツの無償更新、製品割引、メールアドレスの提供、評価用アプリ 
　の提供、無償サポート等はありません。 
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契約タイプ
H E O P A

病院・施設 教育機関 ST団体 ST個人 年間更新契約無し

契約料 10万円 10万円 10万円 （ST団体が契約） なし

利用料 5万円／端末 2.5万円／端末 － ５万円／個人 ５万円／端末

年間更新料 
（２年目以降）

2,400円／端末 1,200円／端末 － 2,400円／個人 なし

e-st.netドメインの 
メールアドレス

代表用 代表用 代表用 個人用 なし

評価用アプリの提供 端末ごと 端末ごと ー 個人ごと なし

アプリ購入時割引 20% 20～50% * 15% ** 20% 10%

備考 本院と分院などは 
同一法人なら１契約

臨床を行う場合は 
Hタイプで契約

所属する団体がOタイプ
の契約をしていること

* AppleのVPPによる ** ST団体に所属する個人で　
P契約をしていない人向け （表示価格税別です）
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【指伝話メモリと指伝話メモリ for STについて】  
指伝話メモリには、一般販売している 指伝話メモリ と 指伝話メモリ for ST の２種類があります。 
大きな違いは、指伝話メモリ for ST が 
○一般販売せずSTのみ（もしくはSTの所属する病院や施設）に提供している。 
○機能として、ST専用の絵カードが付属している。 
○ST版で専用の絵カードを使用した絵カードセットを書き出した場合には 指伝話メモリ では編集できない。 
○専用の絵カードを使用していない場合は、指伝話メモリ で編集できるようにするかどうかを指定できる。 
という４つの機能があることです。 

なお、どちらのアプリで書き出した絵カードセットも、YMプレーヤー に読み込んで使用することができます。 

【指伝話メモリ for STで提供される絵カードについて】  
・現在、指伝話メモリ for ST で提供されている絵カードセットは、Basic64と呼ばれている基本語64個の絵 
　カードと、それらから作成された、呼称（p:sp）、聴理解（sp:p）、読解（le:p）のセットが60セット入っ 
　ています。失語症中等度～重度を対象して準備されており、若手STの方も失語症訓練の中核である語彙訓練 
　を適切に始めることができます。 

・Basic64にある単語は、どの方にも馴染みが深く、想起しやすいものを選んでいます。その指標として、単語 
　心像性を収録したNTTデータベース（NTTデータベースシリーズ「日本語の語彙特性」2005）を参考にして 
　います（Basic64の単語は、すべて文字単語心像性が5.7以上であり、その大半は6.0以上）。 
・また、日本語の表記に関しては、ひらがな、漢字、ルビ付の３種類があります。 

・その他、嚥下に関する説明用の画像セット、読み仮名を確認するためのカードセットなどを追加提供して 
　います。今後、動作語や、他の語の絵カードも提供予定です。 
・野菜の写真など一般的な絵カードに使える画像は、随時無償で提供しています。 
・e-ST契約を単年度契約でお申し込みの場合は、Basic64から作成した絵カード60セットのみご提供し、 
　その後の絵カードの追加は、必要に応じて別途ご購入いただくことになります。 

【e-ST契約の年間更新で提供される評価用アプリについて】  
・e-ST契約に年間更新つきでご契約いただいた場合、ご希望の方に評価用アプリをご提供致します。評価用 
　アプリとは、製品版と同じ機能を持つアプリで、製品機能の評価のためにお使いいただくことができます。 
・現在ご提供しているアプリは、次の４つです。 
　　指伝話プラス、指伝話ボードプラス、指伝話５０、指伝話文字盤、YMプレーヤー 
・e-ST契約を年間契約なしでお申し込みの場合は、評価用アプリの提供はありません。

e-ST契約について

➡ ➡ ➡

呼称（p:sp） 
これはなんですか？

聴理解（sp:p） 
ごはんはどれですか？

読解（le:p） 
読んで選んでください。
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適したタイプのe-ST契約をご選択いただくために

　契約にはいくつかのタイプがありますが、法人・個人の違い、法人の場合は団体の内容によって異なりますの
で、下記の流れ図に従って適したタイプをご確認ください。
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契約を 
するのは？

個人

法人
法人の 

タイプは？
ST団体

病院・施設

ST養成校

所属の団体は 
e-ST契約を 
結んでいる？ いない

いる

Oタイプに 
なります

年間更新 
契約は 

しますか？ しない

する Hタイプに 
なります

Aタイプに 
なります

年間更新 
契約は 

しますか？ しない

する Eタイプに 
なります

Aタイプに 
なります

年間更新 
契約は 

しますか？ しない

する Pタイプに 
なります

Aタイプに 
なります

e-ST契約を締結している 
団体にご加入ください。

年間更新 
契約は 

しますか？ しない

する Pタイプに 
なります

Aタイプに 
なります

ここからスタート！

ご所属のST団体がe-ST契約の団体契約をされて 
いない場合、契約団体のご紹介を致します。 
まずはご連絡ください。

e-ST契約のタイプの選択
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所属している団体がOタイプに加入した後、Pタイプの利用料は誰が払うべきですか？ 
Pタイプの場合は、基本的に契約した個人に対してサポートが提供されます。Pタイプの利用料は契約者個人にご
請求致しますが、所属されている団体や勤務先の病院がお支払いされても構いません。いずれの場合もPタイプ
の契約は申し込み者個人との契約となります。利用料の更新料も契約者個人にご請求致します。 

Pタイプに加入した場合、勤務先の病院で自分の専用アプリを使えますか？ 
病院の業務として活用されるのであれば、病院でHタイプの契約を結んでいただくことが基本です。Pタイプで契
約された個人用のアプリを個人の機材にインストールして勤務先で使うことはライセンス上は問題ありませんが、
病院で他の方がお使いになったり病院の機材にインストールすることはできません。また、個人のものを病院に
持ち込んで業務に使用してよいかどうかの判断は、勤務先にご確認ください。 

Hタイプの契約をしている病院に勤務しているが、アプリを個人の端末にインストールできますか？ 
病院で契約したアプリを、個人の端末にインストールして使うことはできません。 

Hタイプの契約をしている病院に勤務しているが、辞めたらどうなりますか? 
病院で使用していたものを、その病院を退職後に個人的に継続して使うことはできません。他の病院に新たに勤
務される場合は、新しい職場でe-ST契約に加入してください。 

Hタイプの契約で、担当者が変わった場合はどうなりますか? 
契約時のご連絡担当者が変更になった場合は、弊社までお知らせください。 

Oタイプ・Hタイプの契約で、使用する端末の台数が変わった場合はどうなりますか? 
端末の台数が追加される場合は、追加の利用料をお支払いください。端末の台数が減る場合は、翌年の年間更新
料をお支払いになる端末数を減らしてください。 

Hタイプの契約で、STは4人いますが病院で使う端末は1台です。 
利用料は、1端末分でご契約ください。 
 
Hタイプの契約で、STは1人ですが病院で使う端末は3台です。 
1台をSTが絵カード作成用に使うので指伝話メモリforSTを使い、他の2台を患者さんのリハビリテーションに
使うのでYMプレーヤーをいれるのであれば、e-STの契約は端末１台分になります。 

個人で購入するのと法人で購入するのとでは何が違いますか? 
個人でお持ちのiPadにアプリをインストールする場合、iPadとiPhoneのように2台持っていても、アプリを1本
購入して2台にインストールすることがAppleのライセンス上認められています。法人で購入する場合は、端末そ
れぞれにアプリをご購入いただくことになります。個人の所有するアプリを法人の端末で使うことや、その逆の
使い方をすることはライセンス上認められていません。これは指伝話に限らず、一般的なルールとなります。 

e-ST契約について
よくあるご質問と答え


