
録音 ・ 再生機能付きぬいぐるみ

https://www.family-communication.com

おしらせとうばん
時間だよ！

離れて暮らすお母さまに ご家族の声で「おくすり飲んでね」

未来工房！ｅ
離れて暮らすお母さまの様子が気になるけれど…

忙しくて電話をかける時間がない

なら、おしらせとうばん

お母さまに伝えたいメッセージ 最大１０件を

設定した曜日 ・ 時刻にタイマー自動再生。

ご家族に代わってタイミングよくおしらせします。

録音容量　　６０秒 ×１０件

お問い合わせ

０２７７-７３-２４１７

受付時間 ： 平日９:００-１７:００

（土日 ・ 祝日 ・ 夏季休暇 ・ 年末年始を除く）

product_info＠gunmadenki.co.jp

このカタログの内容は ２０２２年７月現在のものです。

群馬電機株式会社
〒３７６-０１０１　群馬県みどり市大間々町大間々７６０

群馬電機 製品サイト

取扱店

電源　　　　　単３型乾電池 ×４本 （別売）

電池寿命　　約２カ月　　　　　

材質　　　　　ポリエステル、 ABS 樹脂ほか　　　

付属品　　　 取扱説明書 （保証書付）

製造国　　　 日本 （ 録音装置 ／ 日本 ）

（ ぬいぐるみ ／ 中国 ）

不慣れな機器の操作で負担をかけたくない

月々の通信費を支払い続けるのは大変

見守りカメラで監視をするのは抵抗がある



なら、 離れて暮らすお母さまがおしらせとうばん

つい忘れがちなアレもコレも ご家族の声でおしらせできます

離れて暮らすお母さまを、 月１回の定期訪問。

「大丈夫よ」 とは言うけれど、 引き出しのなかには袋に入ったままの残薬が。

どうやら、 ときどき処方薬を飲み忘れることがあるみたい…

そんなお悩み、 ありませんか？

「時間だよ！おしらせとうばん」 は、 録音 ・ 再生ができる ぬいぐるみ です。

６０秒 ×１０件 (※) の録音メッセージをお好きな曜日 ・ 時刻にタイマー再生できるので、

例えば、 毎朝７時に 「おくすりを忘れずに飲んでね」 と呼びかけることや、

火 ・ 金曜の朝８時に 「きょうは燃えないごみの日だよ」 と呼びかけることができます。

お母さまがつい忘れがちなデイサービスのお迎えや就寝前の戸締りも、

聞き慣れたご家族の声でタイミングよくおしらせできるので、

「電話をかける時間がない」 「操作の負担をかけたくない」 と悩まなくても大丈夫。

かわいい おしらせとうばん が、 ご家族に代わっておしらせします。

(※ 再生する曜日を 「毎日」 に設定した場合、 録音件数は７件ではなく１件としてカウントされます )

３つの手順で かんたん録音
ご使用前の時計合わせや 記録メディアの準備は必要ありません

① 音声を録音する　　　　　　　② 曜日を設定する　　　　　　　　 ③ 時刻を設定する

音声ガイダンス 上書き録音

スヌーズ機能 最大音量７６dB

時刻をおしらせ メロディチャイム
活動のきっかけをつくり 生活のリズムを整えます

録音装置には、 定時に再生されるオルゴール音が内臓されています (※)。

「さて、 食事にしようかな」 「よし、 洗濯物を取り込もう」 と活動のきっかけを

つくる時報のメロディが、 お母さまの生活のリズムを整えます。

(※ ON/OFF 切り替え可）

７:００　早春賦

１０:００　浜辺の歌

１２:００　故郷

１５:００　大きな古時計

１７:００　夕焼け小焼け

２１:００　朧月夜

録音は、 音声ガイドに従って操作ボタンを押すだけ。

メッセージの録音から再生する曜日 ・ 時刻の設定まで、

かわいらしい音声で操作をサポートします。

メッセージは、 何回でも上書き録音をすることができます。

メッセージの内容や再生するタイミングを変更することで、

お母さまのご状態にあわせてご活用いただけます。

録音メッセージは、 ５分間おきに３回再生されます。

操作をしなくても自動的に繰り返し再生されるので、

居室間の移動やトイレ時の聞き逃しを軽減します。

最大音量は、 高度の難聴でも聞き取りやすい７６dB。

聞き慣れたご家族の声だから、 なおさら耳に届きます。

ばあば、○○だよ！ 血圧のおくすりを忘れずに飲んでね！

お母さん、△△だよ！ きょうは火曜日、 燃えないごみの日だよ！ 忘れないでね！

ばあば、○○だよ！ 寝るまえに玄関のカギをちゃんと閉めてね！

録音メッセージと再生設定の例
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