卓上型対話支援システム

コミューンエスイー

ワイヤレス対話支援システム

コミューンコネクト

モバイル型対話支援システム コミューンモバイル

モバイル型対話支援システム コミューンモバイルライト

comuoon connectマイクトランスミッター仕様と同じ

コミュニケーションのサポートが必要な場で幅広く利用されているcomuoonシリーズ。
全国5,300箇所、12,000台以上、特に「対面でのコミュニケーション」が求められるシーンで活躍しています。

卓上型対話支援システム

電源
入力端子
対応マイク

出力端子

医療法人双樹会よしき往診クリニック様

auショップ高陽店様

みわ薬局様

株式会社宮崎電機工業様

AC100V 入力スイッチング電源
（5V/2A）
センタープラス
φ3.5mm ミニプラグ×2
USD 社製マイク：
ヘッドセットマイク
（シングルイヤーフックマイク）
ハーフショットガンマイク
ショットガンマイク
バウンダリーマイク
φ3.5mm ミニプラグ×2
シングルエンド出力
（1Vrms）

機能

コミューンボイスミキサー

マイクアンプ：＋3.3V 電源/2.2K Ω
ラインアンプ：シングルエンド出力2 系統
半2 重通信ATT スイッチ
〇送話時：送話増幅／受話減衰
〇受話時：受話増幅／送話減衰
〇アイドル時：送受話減衰
送受話モード
・強制通話モード・強制受話モード・自動モード
各モードを押しボタンスイッチにより切り替え
表示部
（LED）
強制送話選択／強制受話選択／自動選択／
ミュート中
（ミュート中点滅）
送受話インジケータ
（点灯：送話中／消灯：アイドル）

保存温度
使用環境
外形サイズ
重量
付属品

−5℃〜 50℃
（結露無き事）
0℃〜 45℃
（結露無き事）
71mm (W) × 136mm (D) × 32mm (T)
（ 突起部除く）
155g （本体のみ）
3.5mm ステレオミニプラグケーブル×2
電源アダプタ×1
電源スイッチケーブル×1

本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません

音声を脳まで届ける「音声信号処理」

脳が認識しやすい音を実現する
サポートします。音声を信号処理する際に高精細かつ自然な
音質を実現することにより、脳を聴き取ることだけに集中
Sonic Brainテクノロジーを開発しました。させず、
聴き取りにおいて負荷を軽減します。
comuoonのコア技術は脳における音声の情報の取得を

※本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません

製品の仕様・使い方・修理のお問い合わせ窓口 ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社

聞こえにくさを文字可視化すると

販売に関するお問い合わせ窓口
箱崎中学校様

永寿園介護支援センター様

詳しくはHPで

ＳＯＭＰＯケアそんぽの家高円寺様

https://u-s-d.co.jp

対話支援システム

明瞭 度が低い状態

明瞭 度が高い状態

ドットが荒い状 態できちんと
表 現できてない状 態

ドットを倍にすると
フォントの表 示が滑らかになり
文字が認 識できやすくなる。

宇城市役所様

2021年2月作成

大きくしても
認 識しにくい

▶
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▶

タイプ別活用例

ラインナップは4種類

シーンに合わせて最適なものを選択いただけます。

タイプ名

タイプ名

A/ コミューンSE

B/ コミューンコネクト

テレビで番組や映画を観るとき、パソコンで音楽を聴いたり学習ソフトを使うとき、
クリアで聴き取りやすい音声なら、きっともっと楽しめるはず。
日常の中にあった「聴こえにくい」を改善していきたいという想いから、comuoonの可能性がまたひとつカタチに。
快適な視聴をサポートするcomuoon connect Type TV、comuoon connect Type PCが、
誰にとっても心地いい音環境をかなえます。

卓上型対話支援システム

ワイヤレス対話支援システム

コミューンエスイー

双方の声をよりきこえやすく

TV、オンラインの会議や授業でも聴こえやすく

NEW

comuoonを双方向対応
とするオプション機器。
飛沫防止スクリーン対策に。

comuoon voice mixer

コミューンコネクト

詳しくは正規代理店または弊社まで。
https://u-s-d.co.jp/pickup/comuoon̲care.shtml

飛沫防止スクリーンを隔ててもクリアで快適な聴こえを提供。

アクセサリーとの
接続方法

AC電源

電源

有

線

電源

アクセサリーとの
接続方法

AC電源

タイプ名

タイプ名

C/ コミューンモバイル

D/ コミューンモバイルライト

TV 番組
無

電源、マイクとも有線のスタンダードモデル。
話し手、聞き手とも位置が固定の場合にオススメ。

comuoon SEのマイクが無線となった進化モデル。
話し手が動いたり、聞き手から距離が離れている場合にオススメ。

・薬局、病院、役所、公共交通機関等の受付窓口など

・診察室、学校の授業、セミナーなど

・卓上での会話

バッテリー

アクセサリーとの
接続方法

無

線

電源

・ケーブルを接続するだけでTVのご視聴も可能
・カラーはナチュラルホワイト、パールホワイト、ブラックからお選びいただけます。

モバイルバッテリー

Web動画

教材

言葉の認識状態を可視化する

※mobile Lite T VはLine出力専用です。

電源

音楽

「みんなの聴脳力チェック」アプリ
＜主な使用場面＞

AC電源

映画

線

アクセサリーとの
接続方法

有

「みんなの聴脳力チェック」

・ご家庭内で少し離れた場所にいるご家族への呼びかけ

５分
で
簡単
！

・専用のオプション(TV connect)でTV視聴も可能

TVのボリュームを下げてクリアに

Web会議の音声を鮮明に

本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません

本体とマイクタイプを組み合わせて1セットとなります

+

=

1set

モバイル型対話支援システム

コミューンモバイル

【ワイヤレススタンドマイク】 【ハーフショットガンマイク】 【シングルイヤーフックマイク】【ヘッドセットマイク】
卓上に置いて使います

胸元にクリップで留めて使います

片耳にかけて使います

２０文字の単音が再生されて、その言葉を当てるクイズです。

問題別の結果が
表示されます！

入力した文字が
表示されます。

家族と映像を楽しむプレゼントに

卓上に置いて使います

「みんなの聴脳力チェック」は言語聴取能力を
タブレットで簡単にチェックできます。

あ

モバイル型対話支援システム コミューンモバイルライト

マイクの選択

【ショットガンマイク】

登録
無料

音声で流れる単音の言葉をクイズ形式で答える3〜5分程度のゲームアプリです。

＜主な使用場面＞

線

語音聴取チェックアプリ

両耳または首にかけて使います

【バウンダリー（集音）
マイク】
卓上に置いて使います

無線マイクに加え、スピーカー本体もバッテリーを搭載した応用性が高いモデル。
電源のない場所など色々な場所に持ち運んで使いたい場合にオススメ。
＜主な使用場面＞
・リハビリ、レクリエーション、在宅診療、訪問、車の中など
・ご家庭の様々な場所で使ってもケーブルがないので簡単・安心
・専用のオプション(TV connect)でTV視聴も可能
・スピーカー底面にはカメラ用三脚などを取付でき、多様な場面に対応可能

2021年2月作成

オンライン授業でも聴き取りやすく

mobileの可搬性を活かしつつ機能を抑えたリーズナブルモデル。
※マイクは有線。電源はコンセントの他に外付バッテリーの使用も可能。
導入コストを抑えつつ、1対1の会話や窓口で利用したい場合にオススメ。
＜主な使用場面＞
・受付窓口、在宅診療など
・卓上など近くでの会話
・スピーカー底面にはカメラ用三脚などを取付でき、多様な場面に対応可能
※TVのご視聴はTV専用タイプのcomuoon mobile Lite TVを
別途ご購入されることをオススメいたします。

詳しくは正規代理店または弊社までお気軽にご相談ください。

再生された音声を聞き取り、
入力エリアに記載します。
（指で入力が可能）

【テスト中の画面】
※開発中の画面です

TV、PCなど音声外部出力専用

TVで comuoon音質を楽しみたい方のためのリーズナブルモデル
商品コード：CSS60MLTV

TV専用ワイヤレスサウンドトランスミッター
商品コード：CSWTTV

PC専用ワイヤレスサウンドトランスミッター
商品コード：CSWTSC

※手書きアプリのダウンロードが必要です。

聴脳力チェック後

ダウンロードはこちら

https://u-s-d.co.jp/mimicare
【ご注意】
「みんなの聴脳力チェック」
アプリは、
2020年1月9日現在はAndroidのみの対応となります。
ご了承ください。

ヒアリングフレイル予防の観点から支援機器を
活用した聴覚ケアをお勧めします。
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アプリは、
2020年1月9日現在はAndroidのみの対応となります。
ご了承ください。

ヒアリングフレイル予防の観点から支援機器を
活用した聴覚ケアをお勧めします。

タイプ別活用例

ラインナップは4種類

シーンに合わせて最適なものを選択いただけます。

タイプ名

タイプ名

A/ コミューンSE

B/ コミューンコネクト

テレビで番組や映画を観るとき、パソコンで音楽を聴いたり学習ソフトを使うとき、
クリアで聴き取りやすい音声なら、きっともっと楽しめるはず。
日常の中にあった「聴こえにくい」を改善していきたいという想いから、comuoonの可能性がまたひとつカタチに。
快適な視聴をサポートするcomuoon connect Type TV、comuoon connect Type PCが、
誰にとっても心地いい音環境をかなえます。

卓上型対話支援システム

ワイヤレス対話支援システム

コミューンエスイー

双方の声をよりきこえやすく

TV、オンラインの会議や授業でも聴こえやすく

NEW

comuoonを双方向対応
とするオプション機器。
飛沫防止スクリーン対策に。

comuoon voice mixer

コミューンコネクト

詳しくは正規代理店または弊社まで。
https://u-s-d.co.jp/pickup/comuoon̲care.shtml

飛沫防止スクリーンを隔ててもクリアで快適な聴こえを提供。

アクセサリーとの
接続方法

AC電源

電源

有

線

電源

アクセサリーとの
接続方法

AC電源

タイプ名

タイプ名

C/ コミューンモバイル

D/ コミューンモバイルライト

TV 番組
無

電源、マイクとも有線のスタンダードモデル。
話し手、聞き手とも位置が固定の場合にオススメ。

comuoon SEのマイクが無線となった進化モデル。
話し手が動いたり、聞き手から距離が離れている場合にオススメ。

・薬局、病院、役所、公共交通機関等の受付窓口など

・診察室、学校の授業、セミナーなど

・卓上での会話

バッテリー

アクセサリーとの
接続方法

無

線

電源

・ケーブルを接続するだけでTVのご視聴も可能
・カラーはナチュラルホワイト、パールホワイト、ブラックからお選びいただけます。

モバイルバッテリー

Web動画

教材

言葉の認識状態を可視化する

※mobile Lite T VはLine出力専用です。

電源

音楽

「みんなの聴脳力チェック」アプリ
＜主な使用場面＞

AC電源

映画

線

アクセサリーとの
接続方法

有

「みんなの聴脳力チェック」

・ご家庭内で少し離れた場所にいるご家族への呼びかけ

５分
で
簡単
！

・専用のオプション(TV connect)でTV視聴も可能

TVのボリュームを下げてクリアに

Web会議の音声を鮮明に

本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません

本体とマイクタイプを組み合わせて1セットとなります

+

=

1set

モバイル型対話支援システム

コミューンモバイル

【ワイヤレススタンドマイク】 【ハーフショットガンマイク】 【シングルイヤーフックマイク】【ヘッドセットマイク】
卓上に置いて使います

胸元にクリップで留めて使います

片耳にかけて使います

２０文字の単音が再生されて、その言葉を当てるクイズです。

問題別の結果が
表示されます！

入力した文字が
表示されます。

家族と映像を楽しむプレゼントに

卓上に置いて使います

「みんなの聴脳力チェック」は言語聴取能力を
タブレットで簡単にチェックできます。

あ

モバイル型対話支援システム コミューンモバイルライト

マイクの選択

【ショットガンマイク】

登録
無料

音声で流れる単音の言葉をクイズ形式で答える3〜5分程度のゲームアプリです。

＜主な使用場面＞

線

語音聴取チェックアプリ

両耳または首にかけて使います

【バウンダリー（集音）
マイク】
卓上に置いて使います

無線マイクに加え、スピーカー本体もバッテリーを搭載した応用性が高いモデル。
電源のない場所など色々な場所に持ち運んで使いたい場合にオススメ。
＜主な使用場面＞
・リハビリ、レクリエーション、在宅診療、訪問、車の中など
・ご家庭の様々な場所で使ってもケーブルがないので簡単・安心
・専用のオプション(TV connect)でTV視聴も可能
・スピーカー底面にはカメラ用三脚などを取付でき、多様な場面に対応可能

2021年2月作成

オンライン授業でも聴き取りやすく

mobileの可搬性を活かしつつ機能を抑えたリーズナブルモデル。
※マイクは有線。電源はコンセントの他に外付バッテリーの使用も可能。
導入コストを抑えつつ、1対1の会話や窓口で利用したい場合にオススメ。
＜主な使用場面＞
・受付窓口、在宅診療など
・卓上など近くでの会話
・スピーカー底面にはカメラ用三脚などを取付でき、多様な場面に対応可能
※TVのご視聴はTV専用タイプのcomuoon mobile Lite TVを
別途ご購入されることをオススメいたします。

詳しくは正規代理店または弊社までお気軽にご相談ください。

再生された音声を聞き取り、
入力エリアに記載します。
（指で入力が可能）

【テスト中の画面】
※開発中の画面です

TV、PCなど音声外部出力専用

TVで comuoon音質を楽しみたい方のためのリーズナブルモデル
商品コード：CSS60MLTV

TV専用ワイヤレスサウンドトランスミッター
商品コード：CSWTTV

PC専用ワイヤレスサウンドトランスミッター
商品コード：CSWTSC

※手書きアプリのダウンロードが必要です。

聴脳力チェック後

ダウンロードはこちら

https://u-s-d.co.jp/mimicare
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卓上型対話支援システム

コミューンエスイー

ワイヤレス対話支援システム

コミューンコネクト

モバイル型対話支援システム コミューンモバイル

モバイル型対話支援システム コミューンモバイルライト

comuoon connectマイクトランスミッター仕様と同じ

コミュニケーションのサポートが必要な場で幅広く利用されているcomuoonシリーズ。
全国5,300箇所、12,000台以上、特に「対面でのコミュニケーション」が求められるシーンで活躍しています。

卓上型対話支援システム

電源
入力端子
対応マイク

出力端子

医療法人双樹会よしき往診クリニック様

auショップ高陽店様

みわ薬局様

株式会社宮崎電機工業様

AC100V 入力スイッチング電源
（5V/2A）
センタープラス
φ3.5mm ミニプラグ×2
USD 社製マイク：
ヘッドセットマイク
（シングルイヤーフックマイク）
ハーフショットガンマイク
ショットガンマイク
バウンダリーマイク
φ3.5mm ミニプラグ×2
シングルエンド出力
（1Vrms）

機能

コミューンボイスミキサー

マイクアンプ：＋3.3V 電源/2.2K Ω
ラインアンプ：シングルエンド出力2 系統
半2 重通信ATT スイッチ
〇送話時：送話増幅／受話減衰
〇受話時：受話増幅／送話減衰
〇アイドル時：送受話減衰
送受話モード
・強制通話モード・強制受話モード・自動モード
各モードを押しボタンスイッチにより切り替え
表示部
（LED）
強制送話選択／強制受話選択／自動選択／
ミュート中
（ミュート中点滅）
送受話インジケータ
（点灯：送話中／消灯：アイドル）

保存温度
使用環境
外形サイズ
重量
付属品

−5℃〜 50℃
（結露無き事）
0℃〜 45℃
（結露無き事）
71mm (W) × 136mm (D) × 32mm (T)
（ 突起部除く）
155g （本体のみ）
3.5mm ステレオミニプラグケーブル×2
電源アダプタ×1
電源スイッチケーブル×1

本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません

音声を脳まで届ける「音声信号処理」

脳が認識しやすい音を実現する
サポートします。音声を信号処理する際に高精細かつ自然な
音質を実現することにより、脳を聴き取ることだけに集中
Sonic Brainテクノロジーを開発しました。させず、
聴き取りにおいて負荷を軽減します。
comuoonのコア技術は脳における音声の情報の取得を

※本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません

製品の仕様・使い方・修理のお問い合わせ窓口 ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社

聞こえにくさを文字可視化すると

販売に関するお問い合わせ窓口
箱崎中学校様

永寿園介護支援センター様

詳しくはHPで

ＳＯＭＰＯケアそんぽの家高円寺様

https://u-s-d.co.jp

対話支援システム

明瞭 度が低い状態

明瞭 度が高い状態

ドットが荒い状 態できちんと
表 現できてない状 態

ドットを倍にすると
フォントの表 示が滑らかになり
文字が認 識できやすくなる。

宇城市役所様

2021年2月作成
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認 識しにくい
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聞こえにくさを文字可視化すると

販売に関するお問い合わせ窓口
箱崎中学校様

永寿園介護支援センター様

詳しくはHPで

ＳＯＭＰＯケアそんぽの家高円寺様

https://u-s-d.co.jp

対話支援システム

明瞭 度が低い状態

明瞭 度が高い状態

ドットが荒い状 態できちんと
表 現できてない状 態

ドットを倍にすると
フォントの表 示が滑らかになり
文字が認 識できやすくなる。

宇城市役所様

2021年2月作成

大きくしても
認 識しにくい

▶

