携帯サイズの DAISY プレイヤー

VR ストリーム VRStream
Ver.3

VR ストリームは SD カードに記録された DAISY 図書を
再生できる携帯サイズの読書機です。 簡単操作の IC
レコーダーや携帯音楽プレイヤーとしても使用できます。
手のひらサイズのボディーに組み込まれた十分な機能と
便利な操作性で、 世界の DAISY ユーザから絶大の
支持を得ているヒューマンウェア社の 「Victor Reader
Stream」 の日本語版です。
Ver.3* では、 日本語テキスト DAISY 図書、 日本語テ
キストへの対応、 CD-ROM ドライブ （オプション） への
対応など、 さまざまな機能が追加されました。
いつでもどこでも簡単に使える VR ストリームは、 視覚
に障害のある方の読書生活を強力にサポートします。
* すでに VR ストリームをお持ちの方は、 ファームウェアを更新
するだけで、 Ver.3 に更新することができます。
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。
SD カードに保存した DAISY 図書や
MP3 の音楽、テキストファイルなどのデー
タを聴くことができます。 32GB までの大
容量 SD カードにも対応し、 たくさんの本
や、 音楽を持ち歩くことができます。
USB メモリーを接続してその中のデータを聴くこ
会議や講演の録音

とができます。 また、 USB メモリーのデータを
SD カードにコピーできます。

内蔵高感度マイクで録音ができます。
録音の開始と停止はワンタッチ。 仕事や

オプションの CD-ROM ドライブ
を接続してその中のデータを聴く

勉強からプライベートまでのさまざまな用

ことができます。 CD-ROM の

途で使えます。

データを SD カードにコピーする

音声メモ

こともできます。
小型で軽量です。

4 時間の充電で、 約 15 時間の連続再生が

サイズ ： 縦 11.6cm 横 6.6cm 厚さ 2.3cm

できます。

重さ ： 180g

製造元： Humanware

音声ガイド機能と、 識別性にすぐれたボタンで確実に操作できます。

日本語版開発 ・ 発売元 ： 有限会社エクストラ

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

VR ストリーム
特徴

VRStream Ver.3

は Ver.3 の新機能です。

録音機能

使いやすさのために

内蔵マイクと外付けマイクが使用できます。

標準的な DAISY プレイヤーと同じテンキー配列のボタンで操作できます。

会議や講演の録音メモに最適です。

音声ガイド機能で、 確実に操作できます。

おけいこや学習にも活用できます。

押しやすく、 ブラックボディにシルバーの見やすいボタンです。

瞬時に起動し、 ワンタッチで録音が開始できるので、
とっさの音声メモとして使えます。

電源を入れて、 瞬時に起動します。

1GB の SD カードで約 100 時間の録音が可能です。

DAISY 図書機能
内蔵の音声合成機能でテキスト DAISY 図書も再生できます。
各レベル、 ページ、 グループ、 フレーズ、 時間単位の移動、
しおりへの移動が可能です。
自分の声のしおりをつけることもできます。

音楽データ再生機能
ジャンル、 アーティスト、 アルバムなどのあらゆるレベルでの移動が
可能で、 音楽データの選択が簡単にできます。
リピート、 ランダム再生が可能です。
一時プレイリストを作成して、 選択した音楽だけを聴くことができます。

は Ver.3 で変更した仕様です。

仕様

サイズと重さ
サイズ ： 縦 11.6cm 横 6.6cm 厚さ 2.3cm

重さ ： 180g

インターフェース
SD カードスロット
（32GB までの SD カードに対応。 SDHC 対応。）
USB OTG ポート
ヘッドホンジャック
マイクジャック
（プラグインパワー方式の外部マイクに対応）
再生可能なデータ
DAISY 2、 DAISY2.02、 DAISY 3
TXT
XML RTF
MP3

WAV

WMA（標準、 可変ビット レート）
PTR1、 PTR2 で作成し、 CD ファイナライズされた DAISY 図書
BES

オプション

指先でいろいろ調節できる再生方法
ヘッドホン、 外部スピーカー使用時 ： 15 段階可変
内蔵スピーカー使用時 ： 10 段階可変
トーン ： 15 段階可変
速度 ： - （マイナス） 3 から + （プラス） 10 まで可変
ボリューム

その他の機能
スリープモード機能があります。
キーロック機能があります。
日本語音声エンジンの搭載により、 日本語のテキストファイル、
日本語のフォルダ名、 ファイル名が読み上げられます。
bes 形式の点字データを読むことができます。
TTS （音声エンジン）
Nuance Vocalizer for Mobile
きょうこ （日本語）、 Samantha （英語）
録音データ
3GP (VR ストリームに付属のソフトウェアで
3GP 形式から WAV 形式に変換可能です。 )
付属品
AC アダプター （100-240V。 海外使用も可能）
イヤホン
USB ケーブル （2 種）
ベルトクリップつきケース
ユーザーガイド入り SD カード
ユーザーガイド CD

その他
充電時間 ： フルチャージ 4 時間
連続再生時間 ： 約 15 時間
録音可能時間 ： SD カードの容量によりますが、
1GB でおよそ 100 時間程度。
CD-ROM ドライブ :
オプションの専用 CD-ROM ドライブを
ご使用ください。
内部メモリーはデータ保存用には使えません。

ソフトパック、 CD-ROM ドライブは、 VR ストリーム Ver.3 以上に対応しています。

ソフトパック オプションソフトウェア。 インストールすることにより VR ストリームで扱うことのできるファイル形式が増えます。
追加される再生可能なデータ
MP4（Apple 社の iTunes で使用されているファイル形式） DOCX（Microsoft Word 2007、2010）
追加される録音データ
MP3 96kbps モノラル
WAV 16 bit PCM モノラル
CD-ROM ドライブ VR ストリーム専用 CD-ROM ドライブ
CD の録音図書をそのまま VR ストリームで再生することができます。
コンピュータを使用しなくても CD の録音図書を VR ストリーム内の SD カードにコピーすることができます。

価格 VR ストリーム ： 39,900 円 （税込）

VR ストリームコンプリートセット VR ストリーム +CD-ROM ドライブ + ソフトパック
： 66,150 円 （税込）
お問い合わせ ・ ご用命はエクストラまたは、 下記の販売店へどうぞ
ソフトパック ： 5,250 円 （税込）
CD-ROM ドライブ ： 21,000 円 （税込）

http://www.extra.co.jp/
有限会社エクストラ
〒422-8002

静岡県静岡市駿河区谷田44-15-101

TEL :054-264-8608
FAX :054-264-8613
E-MAIL:support@extra.co.jp tech@extra.co.jp（技術サポート）
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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