
2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8526411 AD528本体 ¥700,000

標準構成品：

本体、ヘッドホン、骨導レシーバー、応答ボタン、

電源アダプター

標準検査項目：

気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音（SFH）、

音場、自動聴力検査（Hughson-Westlake）、

ステンゲル検査

8526411

8514500

AD528本体

専用プリンター付き
¥750,000

標準構成品：

本体、ヘッドホン、骨導レシーバー、応答ボタン、

電源アダプター、専用プリンター（感熱式）

標準検査項目：

気導、骨導、マスキング、語音、内蔵語音（SFH）、

音場、自動聴力検査（Hughson-Westlake）、

ステンゲル検査

【検査オプション】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Syncライセンス（初回購入） ¥95,000

Syncライセンス（追加購入） ¥100,000

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

8512843 自記オージオメトリー（Békésy） ¥20,000 初回購入

8512844 SISI検査 ¥20,000 初回購入

8512845 ABLB検査 ¥20,000 初回購入

8512847 ウェーバー検査 ¥20,000 初回購入

8512846 Tone in Noise検査 ¥20,000 初回購入

8530734 QuickSIN ¥130,000
初回購入

検査音源は英語のみ

Speech in Noise検査

両耳語音検査
¥55,000 初回購入

Speech in Noise検査

両耳語音検査
¥60,000 追加購入

8523771 専門検査項目セット ¥120,000

追加購入

検査項目：

自記オージオメトリー（Békésy）、SISI検査、

ABLB検査、Tone in Noise検査、ウェーバー検査

DI-IA-WORK_FEE モジュールバージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

データ管理

検査項目

8512848

8105712
AD528のデータをPCに転送できます。

Diagnostic Suiteソフトウエア付き

AD528

AD528　定価表
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2023年4月 現在

【付属品オプション】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

耳覆い型ヘッドホン ¥90,000 DD65 v2（遮音用）

インサートイヤホン ¥190,000 IP30

反対側インサートイヤホン ¥120,000 IP30C（マスキング用）

モニターホン（マイク付き） ¥35,000

通話用マイク（スタンド式－標準プラグ） ¥50,000 トークバック用（EMS）

通話用マイク（ピン式－標準プラグ） ¥30,000 トークバック用（EM400）

スピーカー（SP90A）* ¥70,000 音場検査用

スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用（Velbon SHR635-3N）

スピーカー（SP85A）* ¥60,000 音場検査用

スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A用（M43）

スピーカー* ¥60,000 音場検査用（Roland CM-30）

VRA 遊戯ボックス ¥360,000 小児聴力検査用（視覚強化式聴力検査装置）

NOAHLINK, WIRELESS*

（ノアリンクワイヤレス）
¥33,000 補聴器プログラム装置

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

専用プリンター ¥120,000 HM-E300（感熱式）

A4プリンター* ¥80,000
HP

Diagnostic Suite経由による印刷

専用キャリーケース ¥60,000

【校正／保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥42,000

気導ヘッドホン校正料金* ¥18,000

骨導レシーバー校正料金* ¥18,000

音場校正料金* ¥18,000

インサートイヤホン校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥179,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：オージオメータ AD528 医療機器認証番号: 302AIBZX00028000

*薬事非該当品

800-030-105

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-IA-CLB-INSERT

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

DI-IA-CLB-FF

8533418

Item No.

DI-IA-CLB-35

8000011

8514500

8000012

8101884

8108559

8010870

DI-IA-CLB-AIR

DI-IA-CLB-BONE

8520190

177547

8505952

8011217

8000013

8107483

8107483-1

8104162

8513910-1

Item No.

8520328

AD528　定価表
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8520190 VRA 遊戯ボックス ¥360,000

標準構成品：

本体（玩具付き）、電源アダプター、

応答ボタン（光源点灯用）

8532757
VRAスクリーン

（最大2画面）
¥700,000

標準構成品：

専用PC、マウス、HDMIケーブル、VRAソフトウェア、

USBキーボード

8532756
VRAスクリーン

（最大3画面）
¥750,000

標準構成品：

専用PC、マウス、HDMIケーブル、

HDMI変換アダプター、VRAソフトウェア、

USBキーボード

DI-IA-VRA VRA設置料金 ¥170,000 VRAのみご購入の場合に頂戴いたします。

【付属品オプション：VRAスクリーン用】

品名 定価（税抜） 備考

モニター21型（スピーカー内蔵） ¥75,000 標準モニター

モニター13型（スピーカー内蔵） ¥75,000 モバイルモニター

モニターホルダー ¥15,000
モバイルモニターをスピーカースタンドに取り付けることがで

きます。省スペース化するための備品です。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

販売名：オージオメータ AD528

医療機器認証番号: 302AIBZX00028000

視覚強化聴力検査用装置（VRA）定価表

VRA

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

Item No.

8000018

8000019

8000019-1

VRA遊戯ボックス：
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8532192 AD629本体－標準（ライセンスB） ¥1,100,000

気導、骨導、語音、マスキング、音場、

自動聴力検査（Hughson-Westlake）、

ABLB検査、SISI検査、ステンゲル検査、

ウェーバー検査

8532190

8101751
AD629本体－専門（ライセンスE） ¥1,600,000

ライセンスB検査項目、内蔵語音検査音源（SFH）、

自記オージオメトリー（Békésy）、

Tone in Noise検査、Speech in Noise検査、

補聴器シミュレーター（MHA）、難聴シミュレーター（HLS）

【検査オプション】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8020164 ハイブリッドライセンス ¥120,000
ハイブリッド／PC操作、データ連携で必要となります。

Diagnostic Suite ソフトウェア付き

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

IA-SPEECH 内蔵語音検査音源（SFH） ¥240,000
標準タイプ（ラインセンスB）オプション

「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容

8020111 高周波数検査（HF） ¥410,000
8 - 20 kHz

高周波数用ヘッドホン付き（DD450）

8101797 TEN検査 ¥55,000 高周波数ヘッドホンとの併用は不可

8020156 QuickSIN ¥130,000 検査音源は英語のみ

DI-IA-WORK_FEE モジュールバージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

耳覆い型ヘッドホン ¥90,000 DD65 v2（遮音用）

インサートイヤホン ¥190,000 IP30

高周波数用ヘッドホン（DD450） ¥210,000

通話用マイク（スタンド式－標準プラグ）* ¥50,000 EMS

通話用マイク（ピン式－標準プラグ）* ¥30,000 EM400

通話用マイク（ピン式－ミニジャック）* ¥10,000 Microphone On-Clip

スピーカー（SP90A）* ¥70,000 音場検査用

スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用（Velbon SHR635-3N）

スピーカー（SP85A）* ¥60,000 音場検査用

スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A用（M43）

スピーカー* ¥60,000 音場検査用（Roland CM-30）

NOAHLINK, WIRELESS*

（ノアリンクワイヤレス）
¥33,000 補聴器プログラム装置

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

A4プリンター* ¥80,000
HP

Diagnostic Suite経由による印刷

専用プリンター ¥120,000 HM-E300（感熱式）

8000012

8514500

8000011

Item No.

8520328

8101884

8520321

8505952

8011217

8011313

8000013

177547

8107483

8107483-1

8104162

8513910-1

データ管理

検査項目

AD629

AD629　定価表
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥42,000

気導ヘッドホン校正料金* ¥18,000

骨導レシーバー校正料金* ¥18,000

音場校正料金* ¥18,000

インサートイヤホン校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥179,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：Interacoustics　純音オージオメータ 

医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

AD629　定価表

Item No.

DI-IA-CLB-35

DI-IA-CLB-AIR

DI-IA-CLB-BONE

DI-IA-CLB-FF

DI-IA-CLB-INSERT

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-105
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8509831 AC40本体

8505952 通話用マイク（スタンド式－標準プラグ）*

【検査オプション】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

検査項目 8504843 QuickSIN ¥130,000 検査音源は英語のみ

DI-IA-WORK_FEE モジュールバージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

インサートイヤホン ¥190,000 IP30

高周波数用ヘッドホン（DD450） ¥210,000

通話用マイク（ピン式－標準プラグ）* ¥30,000 EM400

スピーカー（SP90A）* ¥70,000 音場検査用

スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用（Velbon SHR635-3N）

スピーカー（SP85A）* ¥60,000 音場検査用

スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A用（M43）

スピーカー* ¥60,000 音場検査用（Roland CM-30）

NOAHLINK, WIRELESS*

（ノアリンクワイヤレス）
¥33,000 補聴器プログラム装置

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

A4プリンター* ¥80,000
HP

Diagnostic Suite経由による印刷

専用プリンター ¥120,000 HM-E300（感熱式）

8104162

8000013

177547

8000011

8000012

8514500

Item No.

8101884

8107483

¥3,400,000

8107483-1

8513910-1

データ管理

8011217

標準構成品：

気導ヘッドホン（DD45）、骨導レシーバー（B81）、

高周波数検査用ヘッドホン（DD450）、

応答ボタン（2個）、トークオーバー用マイク、

モニターホン（マイク付）、電源ケーブル

ライセンス標準搭載：

ハイブリッドライセンス、Diagnostic Suite ソフトウェア、

内蔵語音検査音源（SFH）

「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容

※OtoAccessデータベースソフトウェア（ライセンス含む）は、

　 別購入となります。

8520321

AC40　定価表

AC40
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥42,000

気導ヘッドホン校正料金* ¥18,000

骨導レシーバー校正料金* ¥18,000

音場校正料金* ¥18,000

インサートイヤホン校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥473,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：Interacoustics オージオメータ

医療機器認証番号: 229AIBZX00018000

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-IA-CLB-INSERT

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-100

DI-IA-CLB-FF

DI-IA-CLB-AIR

DI-IA-CLB-BONE

Item No.

AC40　定価表

DI-IA-CLB-35
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Affinity

Compact
8521578

Affinity Compact 本体 v4

¥1,100,000

標準構成品：

電源ケーブル、USBケーブル、Affinity Suiteソフトウェア

検査モジュールと組合わせて使用します。

使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）

【検査モジュール】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

8521234 AUDモジュール ¥800,000

標準付属品：

ヘッドホン（DD45）、骨導レシーバー（B81）、

応答ボタン、モニターホン（マイク付き）、

通話用マイク（EM400）

8018989 内蔵語音検査音源（SFH） ¥240,000 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容

8019061 高周波数検査（HF） ¥410,000
8 - 20 kHz

高周波数用ヘッドホン付き（DD450）

8019474 TEN検査 ¥55,000 高周波数用ヘッドホンは使用不可

8019281 多周波数検査（MF） ¥130,000 主要検査周波数間の周波数が測定可能

8018917 SISI検査 ¥130,000

8107941 Tone Decay検査 ¥130,000

8030276 QuickSIN ¥130,000 検査音源は英語のみ

8019239 難聴シミュレーター（HLS） ¥130,000

8019203 補聴器シミュレーター（MHA） ¥130,000

補聴器特性測定

（HIT）
8518873 HITモジュール* ¥650,000

標準付属品：

カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土

8517566 REMモジュール* ¥650,000

標準付属品：

インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、

専用スピーカー（SP100）、RECDセット、

カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土

8517429 VSPMモジュール* ¥550,000

標準付属品：

インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、

RECDセット、カプラーセット、RITE用アダプター、

カプラー用粘土

REM＋VSPMモジュール* ¥1,000,000

標準付属品：

インサイチュヘッドセット、プローブチューブ、

専用スピーカー（SP100）、RECDセット、

カプラーセット、RITE用アダプター、カプラー用粘土

※共通の標準付属品は、各1セットのみ同梱されます。

DI-IA-WORK_FEE モジュール追加/バージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表

データ管理

オージオメータ

（AUD）

実耳測定

（REM）
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【付属品オプション】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8520328 耳覆い型ヘッドホン ¥90,000 DD65 v2（遮音用）

8101884 インサートイヤホン ¥190,000 IP30

8108559 反対側インサートイヤホン ¥120,000 IP30C（マスキング用）

8520321 高周波数用ヘッドホン（DD450） ¥210,000

8010870 モニターホン（マイク付き） ¥35,000

8505949 通話用マイク（スタンド式－ミニジャック） ¥50,000 Speech microphone

8011217 通話用マイク（ピン式－標準プラグ） ¥30,000 EM400

8508451 音場確認用マイク ¥30,000 SRM

8517195 延長ケーブルボックス ¥35,000 延長ケーブル長 3m

8515335 防音室用ケーブルセット（9本） ¥50,000
ステレオ標準プラグ（オス－オス）

ケーブル長 2.5m

8107483 スピーカー（SP90A）* ¥70,000 音場検査用

8107483-1 スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用（Velbon SHR635-3N）

8104162 スピーカー（SP85A）* ¥60,000 音場検査用

8513910-1 スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A / SP100用（M43）

8000013 スピーカー* ¥60,000 音場検査用（Roland CM-30）

177547
NOAHLINK, WIRELESS*

（ノアリンクワイヤレス）
¥33,000 補聴器プログラム装置

8006505 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター）* ¥70,000

8516698 BTE用アダプター S（ショート）* ¥20,000

8516697 BTE用アダプター L（ロング）* ¥30,000

8011105 ポケット型用アダプター* ¥20,000

8525568 RITE用アダプター* ¥10,000 RITE補聴器用の測定補助具

8524534 カプラー補助具* ¥15,000 BTE補聴器用の測定補助具

8522820 カプラー補助具セット* ¥35,000 BTE補聴器用の測定補助具（指向性機能）

8011198 バッテリーアダプター BAA675* ¥20,000

8011200 バッテリーアダプター BAA312* ¥20,000

8011199 バッテリーアダプター BAA13* ¥20,000

8011201 バッテリーアダプター BAA10* ¥20,000

8011202 バッテリーアダプター BAA5* ¥20,000

8512477 テレコイル* ¥20,000 TMFS

オージオメータ

(AUD)

補聴器特性測定

（HIT）

アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表
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【付属品オプション】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8513910 スピーカー（SP100） ¥50,000 REM用

8513910-1 スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A / SP100用（M43）

8517483 カプラ―セット* ¥250,000

標準構成品：

リファレンスマイク、カプラ―マイク、2ccカプラ―、

0.4ccカプラ―、BTE用アダプターS/L、

BTE用チューブ、ITE用アダプター

8011379 RECDセット* ¥50,000
標準構成品：

プローブ（SPL60）、イヤチップセット、専用アダプター

8517560 ブラケット（付属品収納用）* ¥30,000

8000011 ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

8000012 A4プリンター* ¥80,000 HP

【校正／保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥82,000

AUDモジュール校正料金* ¥36,000

HITモジュール校正料金* ¥24,000

REM/VSPMモジュール校正料金* ¥24,000

音場校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金（1モジュール）* ¥242,000 1年間の料金となります。

保守料金（2モジュール）* ¥294,000 1年間の料金となります。

保守料金（3モジュール）* ¥357,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：アフィニティーコンパクト

医療機器認証番号: 302AIBZX00013000

*薬事非該当品

共通

Item No.

DI-IA-CLB-70

アフィニティーコンパクト（Affinity Compact）定価表

実耳測定

（REM）

DI-IA-CLB-AUD

DI-IA-CLB-HIT

800-030-120

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-IA-CLB-REM

DI-IA-CLB-FF

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-110

800-030-115

3/3



2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Affinity 8020495
Affinity本体

Affinity Suite ソフトウェア
¥1,100,000

検査モジュールを組合せて使用します。

使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）

【検査モジュール】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

8102509 AUDモジュール ¥750,000

8018989 内蔵語音検査音源（SFH） ¥240,000 「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容

8019129 高周波数検査（HF） ¥410,000
8 - 20 kHz

高周波数用ヘッドホン付き（DD450）

8019474 TEN検査 ¥55,000 高周波数ヘッドホンとの併用は不可

8019281 多周波数検査（MF） ¥130,000 主要検査周波数間の周波数が測定可能

8018917 SISI検査 ¥130,000

8107941 Tone Decay検査 ¥130,000

8019166 マスキングレベル差（MLD） ¥130,000

8030276 QuickSIN ¥130,000 検査音源は英語のみ

8019239 難聴シミュレーター（HLS） ¥130,000

8019203 補聴器シミュレーター（MHA） ¥130,000

補聴器特性測定

（HIT）

8108560

8013227
HITモジュール* ¥650,000

8019374 REMモジュール* ¥650,000

8019435 VSPMモジュール* ¥550,000

REM＋VSPMモジュール* ¥1,100,000

DI-IA-WORK_FEE モジュール追加/バージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

オージオメータ

（AUD）

実耳測定

（REM）

データ管理

アフィニティー（Affinity）定価表
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【付属品オプション】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8101884 インサートイヤホン ¥190,000 IP30

8520321 高周波数用ヘッドホン（DD450） ¥210,000

8505952 通話用マイク（スタンド式－標準プラグ）* ¥50,000 EMS

8011217 通話用マイク（ピン式－標準プラグ）* ¥30,000 EM400

8011294 オージオメータ専用キーボード* ¥140,000 DAK70 (2m)

8107483 スピーカー（SP90A）* ¥70,000 音場検査用

8107483-1 スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用（Velbon SHR635-3N）

8104162 スピーカー（SP85A）* ¥60,000 音場検査用

8513910-1 スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A 用（M43）

8000013 スピーカー* ¥60,000 音場検査用（Roland CM-30）

177547
NOAHLINK, WIRELESS*

（ノアリンクワイヤレス）
¥33,000 補聴器プログラム装置

8006505 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター）* ¥70,000

8525568 RITE用アダプター* ¥10,000 RITE補聴器用の測定補助具

8011198 バッテリーアダプター BAA675* ¥20,000

8011200 バッテリーアダプター BAA312* ¥20,000

8011199 バッテリーアダプター BAA13* ¥20,000

8011201 バッテリーアダプター BAA10* ¥20,000

8011202 バッテリーアダプター BAA5* ¥20,000

8000006 テストボックス（防音箱）* ¥1,800,000 TBS25m

8000011 ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

8000012 A4プリンター* ¥80,000 HP

8004634 専用キャリーケース* ¥100,000 ACC60

共通

アフィニティー（Affinity）定価表

オージオメータ

(AUD)

補聴器特性測定

（HIT）
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥82,000

AUDモジュール校正料金* ¥36,000

音場校正料金* ¥18,000

HITモジュール校正料金* ¥24,000

REM/VSPMモジュール校正料金* ¥24,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金（1モジュール）* ¥242,000 1年間の料金となります。

保守料金（2モジュール）* ¥294,000 1年間の料金となります。

保守料金（3モジュール）* ¥357,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：Interacoustics　純音オージオメータ

医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-IA-CLB-REM

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-110

800-030-115

800-030-120

DI-IA-CLB-HIT

アフィニティー（Affinity）定価表

Item No.

DI-IA-CLB-70

DI-IA-CLB-AUD

DI-IA-CLB-FF
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【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Callisto 8017786
Callisto本体

Callisto Suite ソフトウェア
¥600,000

検査モジュールを組合せて使用します。

使用には、PCが必要となります。（ノートPC別売り）

【検査モジュール】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

8030296 標準AUDモジュール（ライセンスB） ¥290,000
気導、骨導、語音、マスキング、音場、

ABLB検査、ステンゲル検査

8019974 専門AUDモジュール（ライセンスE） ¥580,000
ライセンスBの検査項目、難聴シミュレーター（HLS）、

補聴器シミュレーター（MHA）

IA-SPEECH 内蔵語音検査音源（SFH） ¥240,000
「補聴器適合検査の指針2010」検査音源CD2枚の内容

CD入力不可のため語音検査実施の際はご購入ください。

8020027 高周波数検査（HF） ¥410,000
8 - 16 kHz

高周波数用ヘッドホン付き（DD450）

8020054 TEN検査 ¥55,000 高周波数ヘッドホンとの併用は不可

8506640 多周波数検査（MF） ¥130,000 主要検査周波数間の周波数が測定可能

8020018 SISI検査 ¥130,000

8107941 Tone Decay検査 ¥130,000

8020059 QuickSIN ¥130,000 検査音源は英語のみ

8020048 難聴シミュレーター（HLS） ¥130,000 ライセンスBオプション

8020038 補聴器シミュレーター（MHA） ¥130,000 ライセンスBオプション

補聴器特性測定

（HIT）
8109051 HITモジュール* ¥700,000

TBS10 テストボックス（防音箱）付き

専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。

8020076 REMモジュール* ¥600,000 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。

8020104 VSPMモジュール* ¥550,000 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。

REM＋VSPMモジュール* ¥950,000 専門AUDモジュールと組合せてご購入ください。

DI-IA-WORK_FEE モジュール追加/バージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

カリスト（Callisto）定価表

データ管理

オージオメータ

（AUD）

実耳測定

（REM）
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2023年4月 現在

【付属品オプション】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8520328 耳覆い型ヘッドホン ¥90,000 DD65 v2（遮音用）

8101884 インサートイヤホン ¥190,000 IP30

8108559 反対側インサートイヤホン ¥120,000 IP30C（マスキング用）

8520321 高周波数用ヘッドホン（DD450） ¥210,000

8010870 モニターホン（マイク付き） ¥35,000

8505949 通話用マイク (スタンド式－ミニジャック)* ¥50,000 Speech microphone

8011313 通話用マイク (ピン式－ミニジャック)* ¥10,000 Microphone On-Clip

8107483 スピーカー（SP90A）* ¥70,000 音場検査用

8107483-1 スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用（Velbon SHR635-3N）

8104162 スピーカー（SP85A）* ¥60,000 音場検査用

8513910-1 スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A用（M43）

8000013 スピーカー* ¥60,000 音場検査用（Roland CM-30）

177547
NOAHLINK, WIRELESS*

（ノアリンクワイヤレス）
¥33,000 補聴器プログラム装置

8006505 疑似耳カプラー（イヤシミュレーター）* ¥70,000

8525568 RITE用アダプター* ¥10,000 RITE補聴器用の測定補助具

8011198 バッテリーアダプター BAA675* ¥20,000

8011200 バッテリーアダプター BAA312* ¥20,000

8011199 バッテリーアダプター BAA13* ¥20,000

8011201 バッテリーアダプター BAA10* ¥20,000

8011202 バッテリーアダプター BAA5* ¥20,000

8108391 バッテリードレインメーター* ¥70,000 電池電流測定用装置

実耳測定

（REM）
8029303

RECD用カプラーセット*

（カプラーベース＋カプラー一式）
¥370,000 実耳－カプラー差（RECD）で使用します。

8000011 ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

8000012 A4プリンター* ¥80,000 HP

カリスト（Callisto）定価表

オージオメータ

(AUD)

補聴器特性測定

（HIT）

共通
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥82,000

AUDモジュール校正料金* ¥36,000

音場校正料金* ¥18,000

HITモジュール校正料金* ¥24,000

REM/VSPMモジュール校正料金* ¥24,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金（1モジュール）* ¥242,000 1年間の料金となります。

保守料金（2モジュール）* ¥294,000 1年間の料金となります。

保守料金（3モジュール）* ¥357,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：Interacoustics　純音オージオメータ

医療機器認証番号: 221AABZX00177Z00

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

Item No.

DI-IA-CLB-70

DI-IA-CLB-AUD

DI-IA-CLB-FF

DI-IA-CLB-HIT

DI-IA-CLB-REM

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-130

800-030-135

800-030-140

カリスト（Callisto）定価表
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【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Viot

ビデオオトスコープ

8536463

8511480

Viot 本体

Viot Suite ソフトウェア
¥410,000

標準構成品：

Viotビデオオトスコープ本体（USBケーブル付き）、

Viot Suite ソフトウェア、台座、台座固定用シール、

スペキュラ (100個)

【オプション】

品名 定価（税抜） 備考

8517470 OtoAccess データベース* ¥120,000

114925 Noah データベース* ¥209,400

ソフトウェア 8511480 Viot Suite ¥25,000

DI-IA-WORK_FEE モジュールバージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

A4プリンター* ¥80,000 HP

台座固定用シール* ¥1,500

壁掛け用台座* ¥5,000

【消耗品】

Item No. 品名 定価（税抜） 備考

スペキュラ

100個

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・消耗品のご注文は1800円以上にて承ります。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品をご注文の際は、FAXにてご依頼くださいますようお願いいたします。

・14:00迄のご注文書受領で当日出荷、14:00以降は翌日出荷となります。ご了承ください。

販売名：Interacoustics Viot ビデオオトスコープ

届出番号: 14B2X10013ME0001

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

¥4,000

8511255

8511728

Item No.

8000012

8511247

8000011

Item No.

データ管理

Viot　ビデオオトスコープ　定価表
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8519266

8514500

AT235本体　標準ライセンス

専用プリンター付き
¥1,800,000

8509683

(8106020)
AT235本体　専門ライセンス ¥2,200,000

【オプション】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Syncライセンス（初回購入） ¥95,000

Syncライセンス（追加購入） ¥100,000

8517470 OtoAccessデータベース* ¥120,000 SYNCライセンス適用時に使用できます。

114925 Noahデータベース* ¥209,400 SYNCライセンス適用時に使用できます。

DI-IA-WORK_FEE モジュールバージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

ペン型プローブ※ ¥210,000

ショルダーボックス付プローブ※ ¥210,000

反対側ヘッドホン※ ¥70,000 DD45C

反対側インサートイヤホン※ ¥120,000 IP30C

気導ヘッドホン※ ¥130,000

インサートイヤホン※ ¥190,000

応答ボタン ¥20,000 オージオメータ機能用の付属品です。

専用プリンター ¥120,000

HM-E300（感熱式）

標準構成品：プリンター用電源アダプター、

プリンター用USBケーブル、感熱ロール紙

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

A4プリンター* ¥80,000
HP

Diagnostic Suite経由による印刷

※トランスデューサーの追加・交換の場合は校正料金を別途申し受けます。

AT235

検査項目：

ティンパノメトリー 226Hz

リフレックス検査（同側・反対側）

その他 ※ライセンスにより異なります。

標準構成品：

電源アダプター、ペン型プローブ、プローブチップ、

イヤチップセット、クリーニングフロス、

反対側トランスデューサー（DD45C）

※ペン型プローブはショルダーボックス付きプローブへ、

　 反対側トランスデューサーはIP30Cへ変更可能です。

専用プリンターセット：

HM-E300（感熱式）

プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、

感熱ロール紙

AT235　定価表

AT235のデータをPCに転送できます。

Diagnostic Suiteソフトウエア付き

データ管理

Item No.

8108148

8108189

8105676

8108559

8105712

8106339 オージオメータ機能使用時にはいずれかが必要となります。

気導ヘッドホン: DD45（HBA）

インサートイヤホン: IP308101884

8103838

8000011

8514500

8000012
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥59,000

気導ヘッドホン校正料金* ¥18,000

インサートイヤホン校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：インピーダンスオージオメータ　AT235

医療機器認証番号: 229AIBZX00017000

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

AT235　定価表

Item No.

DI-IA-CLB-50

DI-IA-CLB-AIR

DI-IA-CLB-INSERT

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

Titan

（タイタン）
8020743 Titan本体 ¥700,000

検査モジュールを組合せて使用します。

データ管理とPC操作にはPCが必要となります。

（ノートPC別売り）

【検査モジュール】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8108605 PCライセンス ¥60,000 PC操作のために必要となります。

8517470 OtoAccess データベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400

8019508 スクリーニング用IMP ¥550,000

検査項目：

ティンパノメトリー 226Hz

リフレックス（同側）

PC操作するにはPCライセンスが必要となります。

8019566 診断用IMP ¥650,000

検査項目：

ティンパノメトリー 226Hz

リフレックス （同側、反対側、減衰）

耳管機能検査 1種類（鼓膜穿孔なし）

PCライセンス付き

8019643

8019762
臨床研究用IMP ¥1,100,000

検査項目：

ティンパノメトリー 226Hz、1kHz

リフレックス（同側、反対側、減衰、潜時）

耳管機能検査 3種類

PCライセンス付き

8019762 ティンパノメトリー 1000 Hz ¥370,000 スクリーニング用IMP／診断用IMPオプション

8509371
人工内耳用リフレックス検査

（eSRT）
¥350,000 診断用IMP／臨床研究用IMPオプション

8509152

8102068

WBT小児用ライセンス

（診断用IMP）

WBTリサーチモジュール付き

¥1,100,000 診断用IMPと組合せてご購入ください。

8509153

8102068

WBT小児用ライセンス

（臨床研究用IMP）

WBTリサーチモジュール付き

¥1,100,000 臨床研究用IMPと組合せてご購入ください。

8102067

8102068

WBTフルライセンス

WBTリサーチモジュール付き
¥1,400,000

診断用IMP／臨床研究用IMPと組合せて

ご購入ください。

8102068 WBTリサーチモジュール ¥550,000 WBTフルライセンスが必要となります。

データ管理

インピーダンス

オージオメトリー

(IMP)

ワイドバンド

ティンパノメトリー

（WBT）

Titan（タイタン）定価表
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2023年4月 現在

【検査モジュール】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8019803 スクリーニング用DPOAE ¥700,000
検査周波数：1kHz ～ 6kHz

PC操作するにはPCライセンスが必要となります。

8019810 臨床研究用DPOAE ¥950,000
検査周波数：500 Hz ～ 10kHz

PCライセンス付き

8514745 加圧式OAE（DPOAE） ¥120,000 スクリーニング用DPOAEオプション

8107662 スクリーニング用TEAOE ¥700,000
検査周波数：1k ～ 4kHz

PC操作するにはPCライセンスが必要となります。

8102454 臨床研究用TEOAE ¥950,000
検査周波数：500 ～ 5.5kHz

PCライセンス付き

8514747 加圧式OAE（TEOAE） ¥120,000 スクリーニング用TEOAEオプション

自動ABR

(ABRIS)
8019857 スクリーニング用ABRIS ¥1,800,000

自動ABR（イヤカップ付き）

PCライセンス付き

DI-IA-WORK_FEE モジュール追加/バージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

Titan用プローブ ¥80,000

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

専用プリンター ¥120,000

HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）

標準構成品：

プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙

A4プリンター* ¥80,000 HP

バーコードリーダー* ¥15,000

専用カート* ¥350,000 ※受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。

8520283

8000012

8000009

8000100

耳音響放射

（OAE）

Item No.

8000011

Titan（タイタン）定価表

8100251
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥59,000

IMPモジュール校正料金* ¥36,000

WBTモジュール校正料金* ¥36,000

DPOAEモジュール校正料金* ¥29,000

TEOAEモジュール校正料金* ¥29,000

ABRISモジュール校正料金* ¥36,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金（1モジュール）* ¥242,000 1年間の料金となります。

保守料金（2モジュール）* ¥294,000 1年間の料金となります。

保守料金（3モジュール）* ¥357,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：Interacoustics　タイタン

医療機器認証番号: 224AABZX00118000

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-IA-CLB-ABRIS

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-180

800-030-185

800-030-190

DI-IA-CLB-TEOAE

Titan（タイタン）定価表

Item No.

DI-IA-CLB-50

DI-IA-CLB-IMP

DI-IA-CLB-WBT

DI-IA-CLB-DPOAE
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8516331 Eclipse 本体

8000011 ノートPC

【検査モジュール】 　聴性誘発反応検査（EP15/EP25/VEMP/ABRIS/ASSR）、耳音響放射検査（IA OAE Suite）

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8517470 OtoAccess データベース* ¥120,000

114925 Noahデータベース* ¥209,400 ASSR／IA OAE Suite に対応

8017901 EP15 ¥1,400,000
聴性脳幹反応（ABR）

CE-Chirp刺激音はオプション搭載

8018437 CE-Chirp刺激音 ¥650,000 EP15オプション

8018459 蝸電図（ECochG） ¥1,000,000 EP15オプション

EP25 8509143 EP25 ¥2,600,000
EP15、蝸電図（EcochG）、P300/MMN、他

CE-Chirp刺激音（標準搭載）

VEMP 8510749 VEMP ¥1,400,000
前庭誘発電位検査（cVEMP、oVEMP）

CE-Chirp刺激音はEP15/EP25が必要となります。

8510923 リサーチモジュール ¥1,000,000 EP25/VEMPオプション　※詳細はお問合せください。

ABRIS 8510753 ABRIS ¥800,000 新生児聴覚スクリーニング　自動ABR検査

ASSR 8510740 ASSR ¥1,900,000
聴性定常反応（ASSR）

NB CE-Chirp刺激音（標準搭載）

8513960 DPOAE ¥800,000 検査周波数：0.5 ～ 10kHz

8510738 TEOAE ¥800,000 検査周波数：0.5 ～ 5.5kHz

DI-IA-WORK_FEE モジュール追加/バージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

データ管理

EP15

IA OAE Suite

Eclipse （エクリプス）定価表

Eclipse

（エクリプス）
¥1,500,000
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2023年4月 現在

【付属品オプション】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

気導ヘッドホン ¥200,000 DD45（シールド付き）

骨導レシーバー ¥85,000 B81

4極用電極ケーブルコレクター ¥60,000 EPA4

3極用電極ケーブルコレクター ¥60,000 EPA3

トリガーケーブル ¥15,000 eABR用

モニター21型（スピーカー内蔵）* ¥75,000 VEMP用

A4プリンター* ¥80,000

バーコードリーダー* ¥15,000

専用カート* ¥410,000 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。

【校正／保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥82,000

EP15/EP25/VEMP校正料金* ¥36,000

ASSR校正料金* ¥36,000

ABRIS校正料金* ¥36,000

IA OAE Suite (DPOAE) 校正料金* ¥29,000

IA OAE Suite (TEOAE) 校正料金* ¥29,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金（1モジュール）* ¥473,000 1年間の料金となります。

保守料金（2モジュール）* ¥525,000 1年間の料金となります。

保守料金（3モジュール）* ¥578,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：エクリプス

医療機器認証番号: 224AABZX00070Z00

*薬事非該当品

Eclipse （エクリプス）定価表

800-030-160

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-IA-CLB-ABRIS

DI-IA-CLB-DPOAE

DI-IA-CLB-TEOAE

DI-IA-CLB-DOC

DI-IA-REPAIR

800-030-150

Item No.

IA-OTHER

8000018

8105924

800-030-155

8013230

8013229

Item No.

DI-IA-CLB-70

DI-IA-CLB-ABR

DI-IA-CLB-ASSR

8000012

8000009

8000100

IA-OTHER
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8525000 MA42本体 ¥1,100,000

標準構成品：

応答ボタン、気導ヘッドホン（DD45）、

骨導レシーバー（B71）、電源アダプター

検査項目：

気導、骨導、マスキング、語音、音場、

ステンゲル検査（純音・語音）、

補聴器シミュレーター（MHA）

8534243
MA42本体

専門検査セット付き
¥1,300,000

標準構成品：

応答ボタン、気導ヘッドホン（DD45）、

骨導レシーバー（B71）、電源アダプター

検査項目：

気導、骨導、マスキング、語音、音場、

ステンゲル検査（純音・語音）、

補聴器シミュレーター（MHA）、SISI検査、

Tone Decay検査、ABLB検査、MLB検査、

Tone in Noise検査

【検査オプション】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8524355 高周波数検査（9 - 16 kHz) ¥410,000 高周波数用ヘッドホン（DD450）付き

8533711 専門検査項目セット ¥280,000

追加購入

検査項目：

SISI検査、Tone Decay検査、ABLB検査、

MLB検査、Tone in Noise検査

DI-IA-WORK_FEE モジュールバージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にオプション検査の追加、

ファームウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

耳覆い型ヘッドホン ¥90,000
DD65 v2

遮音用ヘッドホン

高周波数用ヘッドホン ¥210,000 DD450

インサートイヤホン ¥190,000 IP30

骨導レシーバー ¥85,000 B81

応答ボタン ¥20,000

モニターホン（マイク付き）* ¥35,000 Sennheizer PC131

モニターホン* ¥10,000

通話用マイク（スタンド式－標準プラグ）* ¥50,000 トークバック用

防音室ケーブル（モノラル用） ¥10,000 モノラル標準プラグ（ストレート）－モノラル標準プラグ（ストレート）

防音室ケーブル（ステレオ用） ¥5,000
トークバックマイク専用
ステレオ標準プラグ（30°）ーステレオ標準プラグ（30°）

スピーカー SP90A（1台） ¥70,000

スピーカースタンド* ¥70,000 SP90A用

スピーカー SP90A 設置セット ¥30,000 2台用

スピーカー SP85A（1台） ¥60,000

スピーカースタンド* ¥15,000 SP85A用

スピーカー SP85A 壁掛け台 ¥10,000 壁掛け台用ネジとセットでご購入ください。

スピーカー SP85A 壁掛け台用ネジ ¥5,000

専用プリンター ¥120,000

HM-E300（感熱式）

標準構成品：プリンター用USBケーブル、

感熱ロール紙（2個）

専用キャリーケース* ¥60,000

8107483-1

8506330

8104162

8513910-1

8515346

8515011

8514500

8100797

8520321

8101884

8510371

8103838

8010870

8011156

8505952

8111839

8004383

8107483

8520328

MA42　定価表

MA42

検査項目

Item No.
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥42,000

気導ヘッドホン校正料金* ¥18,000

骨導レシーバー校正料金* ¥18,000

音場校正料金* ¥18,000

インサートイヤホン校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥179,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：オージオメータ　MA42

医療機器認証番号: 302AIBZX00022000

*薬事非該当品

DI-MC-REPAIR

800-030-170

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-MC-CLB-35

DI-MC-CLB-AIR

DI-MC-CLB-BONE

DI-MC-CLB-FF

DI-MC-CLB-INSERT

DI-MC-CLB-DOC

Item No.

MA42　定価表
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

MA25 8013729 MA25本体 ¥290,000 気導検査のみ（骨導、語音、マスキング不可）

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

耳覆い型ヘッドホン ¥90,000 DD65 v2（遮音用）

耳覆い型ヘッドホン ¥140,000 Holmco（ホルムコ）

応答ボタン ¥20,000

電源アダプター

電源用ケーブル付き
¥30,000

専用キャリーケース* ¥30,000

【校正／保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥42,000

気導ヘッドホン校正料金* ¥18,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：MAICO 手動式オージオメータ

医療機器認証番号: 224AABZX00119Z00

*薬事非該当品

MA25　定価表

8106425

Item No.

8103838

8524209

8011241

8520328

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

8004670

Item No.

DI-MC-CLB-35

DI-MC-CLB-AIR

DI-MC-CLB-DOC

DI-MC-REPAIR
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

イージーティンプ

（IMP）
8529903

イージーティンプ本体

専用プリンター付き
¥750,000

検査項目：

ティンパノメトリー 226Hz

リフレックス検査（同側）

標準構成品：

クレードル、プローブ、イヤチップセット、

イヤチップ取外し用器具、クリーニングツール、

クリーニングフロス、充電バッテリー、電源アダプター、

専用キャリーケース

専用プリンターセット：

HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）

プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙

【検査オプション】

品名 定価（税抜） 備考

ティンパノメトリー 1000 Hz ¥210,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

プローブケーブル ¥60,000 拡張プローブ用

クレードル（イヤチップセット収納） ¥180,000

【校正／保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥59,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥179,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：イージーティンプ

医療機器認証番号: 231AIBZX00001000

*薬事非該当品

Item No.

Item No.

DI-MC-CLB-50

イージーティンプ （easyTymp）定価表

Item No.

8011478

DI-MC-CLB-DOC

DI-MC-REPAIR

800-030-145

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

8110622

8529566
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2023年4月 現在

【付属品オプション】 【第2版】

Item No. 品名 定価（税抜） 備考

プローブケーブル ¥60,000 拡張プローブ用

クレードル（イヤチップセット収納） ¥180,000

【オプション対応】

Item No. 品名 定価（税抜） 備考

DI-MC-WIRELESS ワイヤレス対応料金* ¥150,000

プリンター付きクレードル製品が対象です。

料金内訳：作業代、専用プリンター(8512288)、

電源アダプター(8006062)、

USBアダプター(8011187)

【校正／保守】

Item No. 品名 定価（税抜） 備考

DI-MC-CLB-50 校正受付基本料金* ¥59,000

DI-MC-CLB-DOC 成績書発行料金* ¥4,000

DI-MC-REPAIR 修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

800-030-145 保守料金* ¥179,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：MAICO　イージーティンプ

医療機器認証番号: 224AABZX00110Z00

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

旧イージーティンプ（easyTymp）定価表

8011478

8529566
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

イーロ・スキャン 8529767

イーロ・スキャン本体*

- DPOAEスクリーナー

専用プリンター付き

¥1,000,000

標準付属品：

プローブ、イヤチップセット、プローブチップ

イヤチップ取外し用器具、プローブチップ取外し用器具

電源アダプター

専用プリンターセット：

MPTⅡ（感熱式、ワイヤレス接続）

プリンター用電源アダプター、感熱ロール紙

【校正/保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金 ¥59,000

成績書発行料金 ¥4,000

修理基本代 ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金 ¥242,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：イーロ・スキャン

医療機器認証番号: 230AIBZX00034000

*医療機器

イーロ・スキャン（ERO・SCAN） 定価表　　

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

Item No.

DI-MC-CLB-50

DI-MC-CLB-DOC

DI-MC-REPAIR

800-030-165
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8524886

イージースクリーン本体

ベラフォン（BERAphone
®
）

専用ラベルプリンター

¥3,500,000

8510909 ベラフォン用テスター* ¥20,000

8510909 ベラフォン用テスター* ¥20,000

イージースクリーン

標準構成品：

本体、クレードル、ベラフォン（クレードル付き）、

イヤクッション（予備）、電極チップ（予備、未熟児用）、

電極用ジェル、ベラフォン用テスター、USBケーブル、

専用ラベルプリンターセット、専用キャリーケース

専用ラベルプリンターセット：

HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、

プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、

感熱ラベルロール紙

※テスターは本体と同時購入の場合、無償となります。

IP30用テスター*

8525256

イージースクリーン本体

ベラフォン（BERAphone®）

IP30トランスデューサー（イヤカップ）

専用ラベルプリンター

標準構成品：

・共通：

本体、クレードル、USBケーブル、

専用ラベルプリンターセット、専用キャリーケース

・BERAphone：

ベラフォン（クレードル付き）、イヤクッション（予備）、

電極チップ（予備、未熟児用）、電極用ジェル、

ベラフォン用テスター

・IP30イヤカップ：

プリアンプ、イヤカップ用IP30トランスデューサー、

イヤカップ、電極ケーブル、スナップ電極、NuPrep研磨剤、

ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）、IP30用テスター

専用ラベルプリンターセット：

HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、

プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、

感熱ラベルロール紙

※テスターは本体と同時購入の場合、無償となります。
8106300 IP30用テスター*

8524884

イージースクリーン（easyScreen）定価表

8106300

標準構成品：

本体、クレードル、プリアンプ、

イヤカップ用IP30トランスデューサー、イヤカップ、

電極ケーブル、スナップ電極、NuPrep研磨剤、ガーゼ、

皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）、IP30用テスター、

USBケーブル、専用ラベルプリンターセット、専用キャリーケース

専用ラベルプリンターセット：

HM-E200（感熱式、ワイヤレス接続）、

プリンター用電源アダプター、プリンター用USBケーブル、

感熱ラベルロール紙

※テスターは本体と同時購入の場合、無償となります。

イージースクリーン本体

IP30トランスデューサー（イヤカップ）

専用ラベルプリンター

¥3,200,000

¥60,000

¥3,900,000

¥60,000
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2023年4月 現在

【検査オプション】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

データ管理 8527211 HearSIM（OtoAccess） ¥120,000 データベース（PC 別売り）

8518459 ベラフォン（BERAphone
®
） ¥1,100,000

8510909 ベラフォン用テスター* ¥20,000

8516360 IP30トランスデューサー（イヤカップ） ¥800,000

8106300 IP30用テスター* ¥60,000

8516361 IP30トランスデューサー（イヤチップ） ¥750,000

8106300 IP30用テスター* ¥60,000

8527206 DPOAE（スナッププローブ） ¥410,000

8527209 TEOAE（スナッププローブ） ¥410,000

8527208 DPOAE+TEOAE（スナッププローブ） ¥600,000

8516357 DPOAE（プローブ） ¥410,000

8516359 TEOAE（プローブ） ¥410,000

8516358 DPOAE+TEOAE（プローブ） ¥600,000

DI-IA-WORK_FEE モジュール追加/バージョンアップ料金* ¥120,000

製品購入後にモジュール追加、

ソフトウェアのバージョンアップを行う場合に

作業料を頂戴いたします。

8000530 画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

IP30トランスデューサー（イヤカップ） ¥230,000 自動ABR用

IP30トランスデューサー（イヤチップ） ¥230,000 自動ABR用

スナッププローブ（SnapPROBE） ¥140,000 OAE用

プローブ ¥140,000
OAE用

OWA 1200 mm

専用ラベルプリンター ¥120,000 HM-E200

バーコードリーダー* ¥15,000

ノートPC* ¥290,000
Lenovo/Dell

※PCモデルは状況に応じて変更される場合があります。

A4プリンター* ¥80,000 HP

8000011

8000012

イージースクリーン（easyScreen）定価表

8000009

8503722

Item No.

8503723

自動ABR

8519706

8522679

OAE

8503051

標準付属品：

プローブ（OWA）1200 mm、プローブ用イヤチップセット

標準付属品：

スナッププローブ、スナッププローブ用イヤチップセット

標準付属品：

ベラフォン（クレードル付き）、イヤクッション（予備）、

電極チップ（予備、未熟児用）、電極用ジェル、

ベラフォン用テスター

※テスターはベラフォンと同時購入の場合、無償となります。

標準付属品：

プリアンプ、イヤカップ用IP30トランスデューサー、

イヤカップ、電極ケーブル、スナップ電極、NuPrep研磨剤、

ガーゼ、皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）、IP30用テスター

※テスターはIP30と同時購入の場合、無償となります。

標準付属品：

プリアンプ、イヤチップ用IP30トランスデューサー、

電極ケーブル、スナップ電極、NuPrep研磨剤、ガーゼ、

皮膚処理用ジェル（LectronⅡ）、IP30用テスター

※テスターはIP30と同時購入の場合、無償となります。

※イヤチップ（消耗品）は、別途ご購入ください。
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2023年4月 現在

【校正／保守】 【第2版】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥59,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥242,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：イージースクリーン

医療機器認証番号:302AIBZX00010000

*薬事非該当品

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

DI-MC-REPAIR

800-030-175

DI-MC-CLB-50

DI-MC-CLB-DOC

イージースクリーン（easyScreen）定価表

Item No.
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2023年4月 現在

【本体】 【第2版】

カテゴリー Item No. 品名 定価（税抜） 備考

8526248 MB11 ベラフォン

標準構成品：

MB11本体、ベラフォン（ステンレス製電極付き）、

電極チップ（予備）クレードル、電極用ジェル、

USBケーブル、MB11ソフトウェア、専用キャリーケース

8000011 ノートPC* DELL

8517729 専用ラベルプリンター*

DYMO

標準構成品：ラベルロール紙、プリンター用USBケーブ

ル、

プリンター用電源アダプター

【オプション】

品名 定価（税抜） 備考

画像ファイリング接続料金* ¥470,000

【付属品オプション】

品名 定価（税抜） 備考

バーコードリーダー* ¥15,000

専用カート* ¥350,000 受注後の発注になり、納期まで約1.5ヶ月となります。

【校正／保守】

品名 定価（税抜） 備考

校正受付基本料金* ¥59,000

成績書発行料金* ¥4,000

修理基本代* ¥8,000 実費扱いとなります。

保守料金* ¥242,000 1年間の料金となります。

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

販売名：自動ABR MB11

医療機器認証番号: 301AIBZX00004000

*薬事非該当品

8000530

8000100

8000009

¥3,000,000

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp
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自動ABR　MB11　定価表

Item No.

MB11

Item No.
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Item No. 定価（税抜） 備考

8507384 ¥190,000

標準構成

・本体

・チューブ付き吸引ノズル（フィルター内蔵）

・チューブ付き送風ノズル

・乾燥チャンバー用カップ

・吸引ノズル用チップ

・クリーニングツールキット

・電源ケーブル

8506252 ¥1,200,000

標準構成

・本体

・カプラーマイク

・2ccカプラー

・ITE/BTE/Body用アダプター

・RITE用アダプター

・バッテリーアダプター

・USBケーブル

【付属品オプション】

Item No. 定価（税抜） 備考

8507312 ¥120,000

8525578 ¥10,000 アバントHIT＋用

【校正】

Item No. 定価（税抜） 備考

DI-MD-CLB-15 ¥18,000

DI-MD-CLB-DOC ¥4,000

DI-MD-REPAIR ¥8,000

※より正確な測定を実施するために、年1回の校正を推奨しております。

【特記事項】

・すべての記載内容（Item No、価格含）は予告なく変更される場合があります。

・消費税は含まれておりません。

・発送時の送料は、弊社で負担いたします。

・消耗品については別途、消耗品の定価表をご参照ください。

【製造販売元】 デマント・ジャパン株式会社　ダイアテックカンパニー

〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地  ソリッドスクエア西館16階

Tel: 044-543-0630 | Fax: 044-543-0631 | Email: info@diatecjapan.com

Web: www.diatec-diagnostics.jp

補聴器フィッティング装置　定価表

品名

アバントHIT＋ 校正受付基本料金

修理基本代

品名

ウルトラバック＋

アバントHIT＋

品名

RITE用アダプター

成績書発行料金

ウルトラバック＋用 キャリーケース
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