音声もジャンプ機能も単語帳も・・・語学学習に役立つ。
仕 様

搭載辞書

英語モデル
BN-NZ2E

中国語モデル
BN-NZ2C

オープン価格

三省堂 グランドコンサイス英和辞典※1※2
収録項目：約360,000項目
収録音声：約44,000項目※3
三省堂 グランドコンサイス和英辞典
収録項目：約210,000項目 収録音声：約11,000項目※3※4

表

示

小学館 日中辞典 第2版※1
収録語数：約90,000語 収録音声：約18,000項目※3※4

2.6型、
モノクロ液晶（3行表示、
15文字/行）

外形寸法

幅166.5×奥行36×厚さ25mm
（保護キャップ含む）

質

量

約90g
（電池含む）

電

源

単4形アルカリ乾電池×2 / 単4形Ni-MH※5×2/microUSB給電※6
単4形アルカリ乾電池使用で約25日※7

使用時間
読 み 取り
可能文字

オープン価格

小学館 中日辞典 第2版※1
親字収録語数：約13,500字 見出語：約100,000語
収録音声：
［親字］約13,500字・
［重要語］
約8,000語※3

約6ポイント
（約2.1mm大）
〜約22ポイント
（約7.8mm大）の印刷された文字
＊表示画面上の文字、手書き及び特殊なフォントの文字、背景とのコントラストが弱い色の文字、
また印刷面に光沢やざらつきがある文字などは
正しく読み取れないことがあります。中国語は簡体字のみに対応しています。

付 属 品

単4形アルカリ乾電池×2

※1 本製品の表示に最適化する為、記述内容の一部を割愛しています。 ※2「デイリーコンサイス英和辞典 第9版」
（三省堂、2016）
から項目を増補しています。
※3 音声データの音質は単語により異なります。※4 NHK出版の日本語音声データを収録。
国立国語研究所
「現代日本語書き言葉均衡コーパス」
（BCCWJ）
をもとに、
R 、
使用頻度の高い語彙の音声を収録しています。※5 充電池はパナソニック株式会社製の単4形eneloop○
または単4形充電式EVOLTA
（エボルタ）
をご使用ください。
※6 USB接続中はパソコンまたは市販のACアダプター経由で電源が供給されます。ただし、電池が消耗している場合や入っていない場合は履歴や単語帳の登録
など一部の機能がご使用になれません。
また、充電池を充電することはできません。動作確認済のACアダプターやUSBケーブルはサポートホームページでご確認
ください。※7 1単語（英語モデルは
「dictionary」、中国語モデルは
「 典」）の読み取りを1日30回行った場合。
（1回の読み取りは、1単語をなぞる操作に5秒間、
文字の確認に1秒間、辞書検索に1秒間かかり、訳画面を30秒間表示し、対応する音声を1回再生した場合。）使用環境や使用方法により短くなることがあります。

安全に関するご注意

h t t p : / / store.sharp.co.jp/304/

● 正しく安全にお使いいただくために、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●表示はすべてハメコミ合成です。
機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明する為のもの
あらかじめご了
で実際の表示とは異なります。 ●製品写真は実物と異なる場合もあります。
承ください。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●文字認識エン
ジンは、
オムロンソフトウェア(株)のMobileOmCRを使用しています。
MobileOmCR c OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2018 All Rights Reserved.
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■このカタログについてのお問い合わせは､お近くの販売店にご相談ください｡ もし､販売店でお分かりにならないときは､下記にアクセス
ください｡ ■「オープン価格」の商品は、
希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ●ご購入
の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票（販売票、受領書、保証書など）
を必ずお受け取りください。 ●製造番号は、安全確保
上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●ホームページでも、
詳しく商品をご紹介しています。http://www.sharp.co.jp/penjisho/

英語モデル BN-NZ2E

中国語モデル BN-NZ2C

■お求めは信用と技術を誇る当店で

音声対応
単語帳
Sジャンプ機能

H.150 BNNZ2A1

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。

このカタログの内容は､2018年3月現在のものです。●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

なぞって2秒で※1意味が
わかる、
発音が聞ける

気になる言葉をさらに
調べられる（Sジャンプ）

読書や学習時に出会う知らない
言葉も、なぞれば2秒で意味を
表示し、自動で発音。
くり返して
聞くこともできます。

画面上の知らない言葉を選んで
その言葉の説明画面にジャンプ。
意味や音声を次々調べられます。

押す

＊音声対応の語句のみ。
自動再生機能はON
/OFF設定できます。

なぞる

わかる

コトバの意味も発音も、
ナゾルとわかる、知識が拡がる。
ストラップホール
スピーカー
保護キャップ

実物大

※1 英語モデルは英和辞典で
「prospective」
、
中国語モデルは中日辞典で
「 家」
を、
なぞ
った場合。語句をなぞり終えてから、意味を
表示するまでの時間。

暗記学習ができる（単語帳）
覚えておきたい言葉は単語帳に
登録し、
いつでも見直しできます。
単語帳学習機能でくり返し聞き
ながら覚えることもできます。
＊発音は音声対応の語句のみ。
単語帳は辞書ごとに100件登録可能。

読み取り部

USBポート

＊データ転送等には対応していません。

保護キャップ取り付け部（使用時）

■ 読み取り部は安定してなぞりやすい形状を採用しました。
※2

左手でも

語彙

※3

縦書きでも

見出しの 大きな字 約 22 ポイント

留
学

Evident

■ USB給電すれば電池の消耗を抑えられます。
■ 誤認識した文字を、他の候補から選んで変更できます。

90

約

グラム

166.5×36×25mmの
軽量コンパクトボディ

25

約

100

※4

日間

最大各

単4形アルカリ乾電池
2本で使用可能

日本語学習者に便利な
外国語メニュー表示
●英語モデル

件

辞書ごとに記憶できる
検索履歴・単語帳

●中国語モデル

注釈の 小さな字 約 6 ポイント

3 回くり返し

The restaurant is packed with diners.

※2 利き腕設定を左利きに変更する必要があります。※3 日本語読み取り時のみ。
※4 1単語（英語モデルは
「dictionary」
、中国語モデルは
「 典」）の読み取りを1日30回行った場合。
（1回の読み取りは、
1単語をなぞる操作に5秒間、文字の確認に1秒間、辞書検索に1秒間かかり、
訳画面を30秒間表示し、対応する音声を1回再生した場合。）使用環境や使用方法により短くなることがあります。

ナゾルだけ、英和も和英もこれ一本

ピンイン入力しなくても、ナゾルとわかる中国語

理工・医学・社会科学・IT・法律・スポーツなど

新語や環境、経済・金融、コンピュータ、スポーツ関連の語彙および

専門用語にも強い
『三省堂 グランドコンサイス英和辞典』と
『三省堂 グランドコンサイス和英辞典』を搭載。

英語モデル ● BN-NZ2E

オープン価格

流行語を収録した『小学館 中日辞典 第2版』
と
『小学館 日中辞典 第2版』を搭載。

中国語モデル ● BN-NZ2C

オープン価格

＊設定で日本語メニューと切り替えできます。

