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一括検索機能
複数のコンテンツ（辞書など）を対象にして言葉を調べることが
できます。
「読み」または「スペル」を対応する入力欄に入れて、対象となる
辞書から見出し語を探します。
文字を入力していくと候補が絞り込まれます（絞り込み検索）。
必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と
一致する語だけを検索する“完全一致検索”に切り替えて見るこ
とができます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

1	 一括検索 を押します。
一括検索の入力画面が表示さ
れます。
入力する文字種に合わせて、

、 で入力欄を選びま
す。

2	 を押し、スペル入力
欄に「advantage」を入
れます。
１字入れるごとに候補の語
が絞り込まれていきます。

3	入力した文字と完全に一致する語を探すときは
を押します。

入力したスペルと一致する
スペルの見出し語がリスト
表示されます。

入力した文字を変更するときは を押して絞り込み検索の
画面に戻って行います。

4	 、 で目的の語を選び 検索/決定 を押します。
詳細画面になり、意味などが表示されます。
●	 戻る を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能
用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉が
どれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を
見る機能です。

候補の語が表示されていると
き 機能 (プレビュー )
と押すたびにプレビュー表
示が、

右表示→切（なし）→下表示

に切り替わります。
（この画面例ではプレビュー
表示を「切」にしています。)

メインメニュー画面でコンテンツを選ぶ
メニュー を押してください。メインメニュー画面が表示されます。

や で選ぶ
分類メニュー

個別メニュー
や で選んで 検索/決定

または 1 ～ 7 で選ぶ

メインメニュー画面(コンテンツ等選択画面）

メニューの選びかた

1	 メニュー を押します。
2	選びたい分類メニューの項目を 、 で選びます。

	 または分類番号をキーで入力して選びます。
選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。

3	個別メニューでは、コンテンツなどを 、 で選び 検索/決定 を押します。

	 またはコンテンツ名の前の番号（1～7）を 1 ～ 7 キーで入力して選びます。
選んだコンテンツなどの画面が表示されます。

はじめてお使いになるときは
必ず充電してからご使用ください。

1	①、②の順番でACアダプター(EA-80A)を接続します。
充電ランプが赤く点灯して充電が始まります。

	
充電ランプ

家庭用AC
コンセント

ACアダプター
接続端子

2	充電が終了すると充電ランプが消えます。
●	充電が終了するまでには、約5時間30分かかります（充電
時間は使用温度や使用状況によって変わります）。

3	ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り外します。

4	本体を開き、入/�/� を押して電源を入れます。
しばらくすると、キータッチ
音の設定確認画面が表示さ
れます。

5	 Y または N を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。
かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

6	ローマ字入力に設定する場合は Y を押し、50音入力に設定する場合は N を押します。
日付／時刻の設定画面が表示されます。

7	 、 で日付の入力項
目を選び、「年」「月」「日」
（例	2011年6月12日→
11	06	12）を入力しま
す。

	 カーソルが午前か午後の	
項目選択にあることを確認し 、 で「AM（午前）」、
「PM（午後）」を選びます。

	 を押し、 、 で時刻の入力項目を選んで「時」
「分」（例	9時00分→09	00）を入力します。

8	入力内容が正しいことを確認し 検索/決定 を押します。
メインメニュー画面が表示されます。



Sジャンプ機能
詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛
び越えて調べることができます。

【例】ジーニアス和英辞典の画面からジャンプしてみま
しょう。

1	 英和/和英 を押します。
ジーニアス英和＆和英辞典の入力／選択画面が表示されます。

2	 で読み入力欄を選び
「あいさつ」と入れて
検索/決定 を押します。
和英辞典の「あいさつ」の画
面が表示されます。

3	 Sジャンプ を押します。
■カーソルが表示されます。

4	 、 、 、 でカーソルを移して調べたい語を
選びます。
●	英単語やジャンプマーク（ ）が示す語は、その語全体が
選ばれ、 Sジャンプ を押すごとに、漢字やかなを飛ばして
英単語などを選ぶことができます。

●	漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定で選びます。

例えば「言葉」を範囲指定する場合
先頭文字「言」にカーソル“■”を移して 検索/決定 を押し、続い
て で最後尾の文字「葉」までカーソル“■”を移動させます（１
字の指定では、後ろの指定は不要です）。

5	 検索/決定 を押します。
ジャンプウィンドウに候補
が表示されます。
●	 が示す語や、1語だけ一
致するときは、ウィンドウ
に詳細画面が表示されま
す。

6	表示させたい候補を選び 検索/決定 を押します。
ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7	 検索/決定 を押してジャンプします。
選択した語の詳細画面が表示されます。
●	 戻る を押すと前の画面に戻ります。

音声を聞く
マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再

生することができます。
このとき を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反
転表示になります。
、 、 、 で反転表示を調べたいマークに移して

検索/決定 を押すと、収録されている音声が再生されます。

【例】「旅行会話　英語」で音声を再生してみましょう。

1	 メニュー を押して で
「旅行Ⅰ」を選び「旅行会
話　英語」が選択されて
いるのを確認します。

	 その後 検索/決定 を押し
ていって、詳細画面を表
示させます。

2	 を押すとマークが反
転表示（ ）になり、そ
の後 検索/決定 を押すた
びに音声が再生されま
す。

が複数あるときは 、 などで反転を目的のマー
クへ移して 検索/決定 を押します。
なお、英単語を反転させて 検索/決定 を押した場合、英和辞
典に音声が収録されている単語の音声を再生することができ
ます。
◆	音声再生を途中で止めるときは 戻る を押します。音声再
生終了後 戻る を押すと	 	の反転が解除されます。

◆	 音量小 、 音量大 で、最初は音量を小さめにしてお試しい
ただきながら、適正な音量に調整してください。

画面に マークが表示されたときは
詳細画面などに	 　例 、 　解説、 　NOTE、 　図 、 　表 、
動画 	のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連す
る例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。
このマークが表示されている画面で 例/解説 を押すとマークが
反転表示になります。
マークが複数あるときは 、 、 、 で反転表示を調べ
たいマークに移します。検索/決定 を押すと、収録されている内
容が表示されます。
終了するときは 戻る を2回押します。

画面上部に複数のタブが表示されたとき
タブは、現在の表示の種類（見出語など）を示します。
タブが複数表示されているときは関連する内容があることを示
し、 切替 	を押して切り替え、内容を見ることができます。
ここでは例として、 英和/和英 検索/決定 検索/決定 と押し、英
和辞典の詳細画面を表示させています。

マーカー機能
覚えたい語句にマーカーを引いて登録します（単語帳に登録され
ます）。
●	マーカー部分を集中的に覚えたり、マーカー部分を隠して言い当
てるテストをしたりできます（ 取扱説明書を参照ください）。

【例】	ジーニアス英和辞典の「header」の詳細画面の語句	
にマーカーを引いてみましょう。

1	 英和/和英 を押します。
2	スペル入力欄に「header」を入れて 検索/決定 を押します。
詳細画面が表示されます。

3	 機能 Sジャンプ （マー
カー）と押します。
カーソルが表示されます。

4	 、 などでカーソル“■”を先頭の文字「文」に移
し検索/決定を押します。

5	 でカーソル“■”を最
後尾の文字「ど」まで移し、
検索/決定を押します。

単語帳に登録した（またはマーカーを追加した）旨のメッセー
ジが一時表示され、登録されます。

例文検索機能
単語のスペルや日本語の読みから、その語が含まれる英語の例文
を検索することができます。
スペル入力欄または読み入力欄に調べたい語を入れます。
スペルは3語まで入れることができます。

【例】「have」、「your」で調べてみましょう。

1	 機能 一括検索（例文検索）と押します。
入力画面が表示されます。

2	「have」を入れ を押
して「your」を入れます。

3	 検索/決定を押します。
入力した語の例文がリスト
表示されます。

	 	●	上部にタブで例文が検出
されたコンテンツが示さ
れます。

4	 切替 を押してコンテンツ（タブ）を選びます。

5	 、▼ などで例文を見ていきます。

切替

切替

切替


