音声 ・ 点字 PDA

ブレイルセンス オンハンド
日本語版
U2 ミニ

Braille SENSE OnHand
U2 MINI

ブレイルセンスオンハンド U2 ミニは、18 セルの点字ディスプレイがついた
世界最小、最軽量の音声点字 PDA です。
どこへでも気軽に持ち運べて、快適なモバイル環境を実現します。
ウェブアクセス、電子メールの送受信、DAISY 図書や音楽の再生などのさまざまな
機能に加え、GPS レシーバーと電子コンパスを内蔵。より行動的な日常生活を
支援します。
ブレイルセンスオンハンドからの改良点
パワーアップ 1GHz のモバイル CPU を搭載、フラッシュディスクの容量も 32 ギガバイトになり、より高速で

大容量の処理が可能になりました。OS は、Windows CE 6.0 を採用、大量のメモリーを使うような
アプリケーションも搭載できるようになりました。
リムーバブルディスクとして使用時の、パソコンとのデータ転送速度が大幅に向上しました。

連続使用時間 バッテリーの連続使用時間が約 9 時間になりました。充電時間は約 3 時間です。＊専用アダプター使用時
USB からの充電に対応 専用アダプターでの充電に加えて、コンピュータ等との USB 接続充電が可能になりました。
ネットワーク機能 無線 LAN は、802.11B/G に加え N にも対応し、高速通信が可能になりました。
GPS 受信機のパワーアップ GPS レシーバーの精度が向上しました。
バイブレーション機能 メッセージの送受信時や接続のアラートを音声のほかバイブレーションに設定することが
できます。

アプリケーションの追加 Youtube と Excel ビューアーが使用可能になりました。
日常生活用具給付等事業制度のご利用につきましては、
お住まいの自治体の福祉課窓口へお問い合わせください。

製造元 ： HIMS International
日本語版開発 ・ 発売元 ： 有限会社エクストラ

http://www.extra.co.jp/
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豊富なアプリケーション

ファイルマネージャー、ワードプロセッサー、Dropbox、
EXCEL ビューア、予定帳、アドレス帳、電卓、コンパス、
Google マップなどを搭載しています。

インターネットとコミュニケーション

内蔵の無線 LAN でインターネットに接続可能。RSS リー
ダーも利用できます。電子メールの送受信のほか、ツイッ
ター、Facebook、センスチャットも使えます。

Sense APP

有限会社エクストラが開発した追加アプリ

GPS レーダー （＊別売の地図データ等が必要です。）、 クイック
ブラウザ、RSS リーダー、センス将棋、乗り換え検索、サピエ検索、
英和 ・ 和英辞書 *、 バーコードトーカー、 簡単スケジューラ、
「センスこーたくん」 ** など、 日本語版独自の便利なプログラム
を数多く搭載しています。

*『リーダーズ英和辞典』（第 2 版）C 株式会社研究社（1999-2010）

『リーダーズ・プラス』（第 2 版）C 株式会社研究社（1994-2010）
『新和英大辞典』（第 5 版）C 株式会社研究社（2003-2010）
筑波大学付属視覚特別支援学校 教諭 高村明良氏開発の点字編集システム
**
メディア機能
『こーたくん』のセンスシリーズバージョンです。
DAISY プレーヤーで DAISY 図書を読んだりメディアプレー センスシリーズのアプリケーションおよび Sense APP のプログラムは、使用
ヤーで音楽を聴くことができます。音声の録音も可能です。 しているサービスやサイト側の仕様変更等により突然利用できなくなる可能
FM ラジオも聴けます。YouTube も利用できます。
性があります。これらのアプリケーションは、継続的な利用を保証するもの
ではございません。ご了承ください。

マルチタスク

最大 7 つのタスクを同時に実行することができます。

パソコンへの接続

USB でパソコンと接続すると、パソコンのリムーバブルディス
クになります。また、スクリーンリーダーやアプリケーション
によっては、パソコンの点字ディスプレイとして使用すること
ができます。

外付小型液晶ディスプレイ （オプション）

点字ディスプレイ上の情報は液晶ディスプレイにも表示
されるので、晴眼者がサポートする際などに便利です。

仕様

サイズ ： 横 17.2cm、奥行 9.0cm、高さ 2.7cm
対応ファイル形式
重さ ： 427ｇ
文書 ： TXT、DOC( 読込のみサポート）、
キーボード ： パーキンススタイル
DOCX（読込のみサポート）、RTF、BRL、
点字ディスプレイ ： 18 セル
BES（読込のみサポート）、
内蔵メモリ ： 32GB
HBL( ブレイルセンス形式 )、
ネットワーク ： 無線 LAN、 Bluetooth
BRF HTML ／ XML（ウェブブラウザ）、EPUB、PDF
インターフェイス ： USB OTG、SD スロット（SDHC、SDXC 対応）メディア ： MP3、MP4、WAV、AC3、ASF、OGG、WMA
M4A、M3U、PLS、Audible(AA、AAX)、WMV
オーディオ出力 ： 内蔵スピーカー、イヤホン端子
FLAC、MID
オーディオ入力 ： 内蔵マイク、マイク端子
DAISY
：
Daisy
2.0/3.0、NIMAS1.1、Bookshare.org、
ナビゲーション ： 内蔵 GPS レシーバー、内蔵電子コンパス
NLS、Open
Library、NFB Newsline
バッテリー ： 着脱式リチウムイオン充電電池
( スペア電池、充電器付き
3 時間の充電で 9 時間の連続使用が可能）
! 外付けキーボードには対応しておりません。

録音形式

MP3、WAV、DAISY

価格
383,500 円 ( 非課税）
オプション
外付小型液晶ディスプレイ：14,000 円 + 消費税
GPS レーダー用地図データ、BluetoothGPS レシーバーのセット：38,000 円 + 消費税
GPS レーダー用地図データ単体：28,000 円 + 消費税
ブレイルセンスオンハンドには GPS レシーバーが内蔵されているため基本的には別途 GPS レシーバーを接続する必要はありません。
しかし大都市市街地のような衛星電波の受信状態の悪い環境では別売の BluetoothGPS レシーバーのご使用をお勧めします。

http://www.extra.co.jp/

お問い合わせ ・ ご用命はエクストラまたは、 お近くの販売店へどうぞ

有限会社エクストラ
〒424-0886

静岡県静岡市清水区草薙1丁目19-11

TEL :054-368-6886
FAX :054-368-6883
E-MAIL:support@extra.co.jp

地図、各種データの著作権ならびに産業財産権は、株式会社昭文社、ヤフー株式会社または
ライセンサーに帰属します。
Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他記載の製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または、商標です。
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