
PTR3

サピエでも、CDでもデイジーを楽しめる
デイジーで録音、メモが取れる
追加オプションでラジコも聴ける

プレクストーク
ポータブルレコーダー

日常生活用具候補品
種目： 情報 ・ 意思疎通支援用具
　　  視覚障害者用ポータブルレコーダー

標準小売価格  ￥85，000（非課税）

PTR3

聴く聴く

録る録る

整理整理

録音図書「デイジー」を楽しむスタンダード機録音図書「デイジー」を楽しむスタンダード機

聴きやすい
大音量

音声ガイドで
安心操作

音量 14 ～♪

各部の名称

仕様、特長および外観等は、性能向上その他の理由で予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
バッテリー駆動時間は新品バッテリー使用時の目安です。使用条件により動作時間が短くなる場合があります。
サピエを利用するには別途インターネット接続契約、サピエの利用者登録、本体への設定を行う必要があります。

すっきりカバー取り外し時
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主な仕様

有線LAN端子

外部音声入力

外付けマイク
録音キー

内蔵マイク

スピードキー

PLEXTALK/プレクストークはシナノケンシ株式会社の登録商標です。ラジコ/radikoおよびradikoロゴは株式会社radikoの登録商標です。

 型番 PTR3
 外形寸法 幅200mm、長さ245mm、高さ48mm
 重量 1.2Kg
 電源 AC100V～240V、50/60Hz
 消費電力 最大30W
 バッテリー駆動時間 DAISY図書CD再生：約3時間、音楽CD再生:約2時間、DAISY図書SDカード再生：約3時間
 充電時間 約3時間
 内蔵メモリ 約5GB
 対応CD プレスCD、CD-R、CD-RW ※ただし読み取り専用
 外部インターフェイス USB2.0 (タイプA、タイプB各1ポート)、SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC規格) 1スロット、
  有線LAN、無線LAN (IEEE802.11 b/g/n)
 音声出力 内蔵スピーカー (定格出力1.6W)、ヘッドホン出力端子 (3.5mmステレオミニジャック)
 音声入力 内蔵マイク、外部音声入力端子（3.5mm ステレオミニジャック）、外付けマイク入力端子（プラグインパワー対応）
 対応DAISYフォーマット DAISY2.0、DAISY2.02、DAISY3、EPUB3、
  プレクストークプロジェクトファイル (当社製品でDAISY形式で録音またはバックアップしたデータ)
 DAISY図書再生可能データ PCM、DAISY-ADPCM、MP3、AAC、Text
 録音音声フォーマット PCM 44.1kHz ステレオ、PCM 22.05kHz モノラル、MP3 256kbps ステレオ、MP3 128kbps ステレオ、
 （DAISY） MP3 64kbps モノラル、MP3 32kbps モノラル
 付属品 すっきりカバー（製品に装着して出荷）、バッテリー（製品に装着して出荷）、電源アダプタ、電源コード、
  取扱説明書墨字版、基本操作ガイド音楽CD、保証書、同梱品一覧表
  PLEXTALK Recording Software(当社Webサイトよりダウンロード)

上下左右キー

この色のキーはすっきりカバー
を外せば現れます

デイジー (DAISY) とは ： Digital Accessible Information SYstem の略で
聴きたい箇所をすぐに探せるなどの特長を持ったデジタル録音図書の世界標準です

注意： www.plextalk.com

※カタログの記載内容は 2022 年 9 月現在のものです。

〒386-0498
長野県上田市上丸子 1078

お問い合わせ窓口
TEL  : 050-5804-1177（月～土 9:30～17:00）
URL  : www.plextalk.com
E-mail  : plextalk@aspina-group.com

総販売元

わかりやすい
キー形状



初めての方も 熟練の方も

聴く 録る

整理

すっきりカバーを外せば
１０キーや録音に対応

豊富なジャンルのコンテンツ
小説、雑誌、マンガなどのデイジー図書

対応メディアも充実
CD、SDカード、サピエ、USBメモリなど

たっぷり75時間録音 (MP3 128kbpsモノラルの場合。変更可）

内蔵メモリと内蔵マイクですぐ録れる

メディアの拡張も可能

テレビなど外部の機器と繋いだ録音も

バックアップ機能でライブラリも作れる

デイジー編集

パソコンで高度な編集にも対応

不要箇所のカットや、見出し設定などができます

使い方は動画でチェック！
初めての PTR3 操作から、サピエの使い方など
シーンごとに解説。www . p l e x t a l k . c om

BES
BSE

外付けマイク端子、外部入力端子も搭載

PRS (Plextalk Recording Software) で
詳細編集やCDにも記録できます

詳細は専用カタログまたはWebサイトをご覧ください。

PTR3 をさらに楽しく、便利に

入手しやすいSDカードやUSBメモリに対応

カバー装着操作OK

カバー取り外し操作

カバー取り外し操作

すっきりカバー(装着済)で
キーが少なくて安心

などネットワーク接続も簡単らくらく

有線LANなら自宅のネットワークに繋げるだけ

オプション価格 ¥17,600 (税込)

いろいろなデイジー図書 買ってすぐ録音可能

サピエの定期配信

録音メディアも様々

シーンに合わせた録音

デイジー編集

バックアップ

編集ソフトに対応

音声解説付き映画「シネマ ・ デイジー」

サピエの定期配信で雑誌が毎号かかさず楽しめる

自治体広報などの生活情報も役立ちます

高音質テキスト読み上げ機能で   テキストデイジーや
EPUBも楽しめる

無線LANは「簡単接続」で無線情報（SSID、パスワード）
入力不要で繋がります

様々なメディアに対応

無線も有線もOK

A B C D  

E F G H I

J K L M N  O P Q R

シネマ ・ デイジー

高音質テキスト読み上げ

A B C D  

E F G H I

J K L M N  O P Q R

とは？
　　　　　　　　　　　　　　サピエは、10万タイトル以上の
デイジー図書が聴ける日本最大級のインターネット図書館です。
読みたい本を、借りたい時に自由に選んで聴くことができます。

DOC

PDF

PTR3専用お楽しみ機能追加オプションは課税となります。税率改正の場合は新税率を適用します。

お楽しみ機能追加オプション

ラジコ等のインターネットラジオや点字ファイルの読み上げなど。

大音量 ・ 高音質スピーカーで聴きやすい


