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お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読
みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ
とは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

電子ブックTMの説明もご覧ください

別売り電子ブックを使うときは、一部操作等が異なりますので、
この取扱説明書のほかに、各電子ブックに付属の取扱説明書も合
わせてご覧ください。
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安全のために
ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電

気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電など

により人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次

のことを必ずお守りください。

v
安全のための注意事項を守る

4～6ページの注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの
間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していない

か、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損して
いるのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス

窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

1 電源を切る

2 ACパワーアダプター
をコンセントから抜

く

3 お買い上げ店または

ソニーサービス窓口

に修理を依頼する

警告表示の意味
取扱説明書および製品で
は、次のような表示をし
ています。表示の内容を
よく理解してから本文を
お読みください。

この表示の注意事項を守
らないと、火災・感電な
どにより死亡や大けがな
ど人身事故の原因となり
ます。

この表示の注意事項を守
らないと、感電やその他
の事故によりけがをした
り周辺の家財に損害を与
えたりすることがありま
す。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

b

変な音・においがしたら、
煙が出たら
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電子ブック挿入口などから内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異

物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプ
ターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサー

ビス窓口にご相談ください。

本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源
電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

推奨品以外のACパワーアダプター、カーバッテリーコードなどを使わない

破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の

原因となります。

運転中は使用しない

• 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホ
ンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見るこ
とは絶対におやめください。交通事故の原因となります。

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交
通や路面状況に十分にご注意ください。

CD-ROMディスク対応プレーヤー以外では再生しない

電子ブックは、電子ブックプレーヤーやCD-ROMディスク対応プレーヤー以外では絶対に
再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れ

があります。

下記の注意事項を守らないと火災・感電
により死亡や大けがの原因となります。
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下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に
損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で本体やACパワーアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。

液晶画面のガラスに注意

画面（表示部）はガラスでできています。画面をひねる、また

本体を落としたり、肘などをついたり、重いものを載せたりす

ると、割れてしまい、破片でケガをすることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に

悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くとき

にご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量

で聞きましょう。

ボリュームを上げすぎない

突然大きな音がでて耳を痛めることがあります。ボリュームは

徐々に上げましょう。

特に内蔵スピーカーで聞いていた音量のままヘッドホンで聞く

と、音量が大きいことがあります。音量を調節してからお聞き

ください。

通電中のACパワーアダプターや本体に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

本体やACパワーアダプターを布や布団などでおおった
状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあ

ります。
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主
規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス
B情報技術装置です。この装置は、家庭環
境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に
近接して使用されると、受信障害を引き起
こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして
ください。

● 指定された充電器以外で充電しない。
● 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しな
い。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保
管するとショートすることがあります。

● 充電式電池に貼ってあるビニールをはがしたり、傷つけ
ない。

● 3#は機器の表示に合わせて正しく入れる。逆に入れる
と液もれする。

● 電池を火の中に入れたり、加熱、はんだ付け、分解しな
い。破裂や液もれのおそれがある。

● もれた液が人体に付着したときは次の処置をしてくださ
い。
– 液が付着したときは皮膚に炎症・ケガのおそれがある
ので、ただちにきれいな水で洗い流す。炎症・ケガの
症状があるときは医師に相談する。

– 液が眼に入ったときは失明のおそれがあるので、眼を
こすらずすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、
ただちに医師の治療をうける。

● 指定された種類の電池を使用する。

● 乾電池を充電しない。
● 使い切った電池はすぐに取りはずす。
● 新しい電池と使用した電池、アルカリ乾電池とマンガン
乾電池など種類の異なる電池を混ぜて使わない。

● 機器を使用しないときは電池を取りはずしておく。

お願い
使用済みニカド電池は貴重な資源です。端子（金属部分）にテープを貼るな
どの処理をして、ニカド電池リサイクル協力店にご持参ください。

電池についての安全上のご注意
使いかたを誤ると、液もれ・発熱・破裂によりケガの原因となります。下記の事項を必

ず守り、正しく使用してください。

本機では以下の電池を

お使いいただけます。

電池の種類について

は、電池本体上の表示

をご確認ください。

充電式電池

ニカド

　（Ni-Cd）（67ページ）

乾電池＊

アルカリ（66ページ）

（この項目は充電式電池のみ適用となります）

＊ マンガン乾電池では、ご使用
時間が極端に短くなるため、
おすすめしません。
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　準備する　

同梱品を確認する

以下のものがそろっているか確認してください。

• 電子ブックプレーヤー（1）

• ACパワーアダプター（1）

• 電子ブックTM（2）

「広辞苑第五版&リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」（1）

「マイペディア&漢字源」（1）

• 取扱説明書（広辞苑イラスト集／保証書付き）（1）

• ソニーご相談窓口のご案内（1）

• 電子ブックカタログ（1）

z 本機で使用できる電子ブックについて

本機は、同梱の電子ブック（「広辞苑第五版&リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」、

「マイペディア&漢字源」）、その他に 、 、   および  マークのつい

た別売り電子ブックを使用することができます。

• 同梱の電子ブックの再生には、必ず  マークのついた電子ブック

プレーヤーをご使用ください。

• 別売り電子ブックを使うときは、一部操作等が異なりますので、この取

扱説明書の他、各電子ブックに付属の説明書もご覧ください。
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各部のなまえ

1 表示画面

Display

2 機能キー
広辞苑�

項　目�
（F1）～ 画面分割�（F6）

（20～53、58～59ページ）
Function keys

3 リセットボタン（73ページ）
Reset  button

4
文字太さ�（左右選択）キー
（27、43、45、52、65ページ）
Character bold (display select)

key

5 操作パネル部（10～12ページ）
Keyboard panel

6 文字（数字）キー

Alphanumeric keys

詳しい説明は、（　）内のページをご覧ください。

7 スピーカー

Speaker

8 PHONES（ヘッドホン）端子
（69ページ）
PHONES (headphones) jack

9 文字サイズ�（入力モード）キー
（15～16、36、54～55、
64ページ）
Character enlarge (input mode)

key

0 DC IN 4.5V（外部電源）ジャック
（10ページ）
DC IN 4.5V jack

qa 電源入/切�キー（13ページ）
Power switch
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qs 電子ブックプレーヤーのフタ　　
（10ページ）
Electronic book player lid

qd BACK LIGHT（バックライト）
スイッチ（12ページ）
BACK LIGHT switch

qf –
ー�

 (ジャンプ）キー
（35～36ページ）
Jump key

qg CONTRAST （明るさ）調節つまみ
（11ページ）
CONTRAST control

qh VOL（音量）調節つまみ
（12ページ）
VOL (volume) control

qj 、 、
次頁�
文字決定�、

前頁�
1字削除�（カーソル）

キー（23、59、68ページ）
Cursor keys　　　　　

qk 引く/選ぶ�キー
（20～21、59、68ページ）
Yes key

ql 戻る�キー（23、59、68ページ）
No key

w; 電池ぶた（66ページ）
Battery compartment

wa ローマ字/
ひらがな�キー（17ページ）

Input method key
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電源を入れる

はじめに、必ず以下の準備をしてください。

手順1：ACパワーアダプター（付属）をつなぐ。

手順2：電子ブックプレーヤーのフタを開ける。

手順3：電子ブックプレーヤーに電子ブックを入れる。
1 電子ブックプレーヤーを押さえながら左右のつまみを持ち上げな

がら、操作パネル部を止まるところまで上に持ち上げる。

b

b つまみ

DC IN 4.5V

ACパワーアダプター（付属）

電源コンセントへ
（AC100V）

操作パネル部

1ボタンを押す。

2フタを開ける。

つまみ
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CONTRAST

濃くなる薄くなる

2 電子ブックを矢印のある面を上にして、キャディーホルダーに入れる。

電子ブックのシャッター部（金属部）を持たないでください。

3 左右のつまみをもって操作パネル部を閉じる。

電源が入ります（電源ポン機能）。

初めてお使いになったときは、電子ブック「広辞苑第五版&リーダーズ英

和第2版・新和英中辞典」を入れると、「広辞苑」の入力画面が出ます。

電子ブック「マイペディア&漢字源」を入れると、「マイペディア（項目）」

の入力画面が出ます。

手順4：液晶画面の明るさを調節する。
本体側面にあるCONTRAST（明るさ）調節つまみで調節してください。画

面が真っ暗またはうすいときもこのつまみで調節します。

矢印のある面を
上にして入れる

シャッター部
キャディー
ホルダー

b

b

次のページにつづく�
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VOL

画面全体が暗すぎて見づらいときは、本体ふたの右側面にあるBACK
LIGHTスイッチをONにしてください。バックライト（画面を裏から照らす
明かり）が点灯します。

ACパワーアダプターの方が乾電池でご使用のときよりもバックライトは明る
くなります。

手順5：音量を調節する。
本体右側面にあるVOL（音量）調節つまみで調節してください。
初めてお使いのときは、VOL（音量）は最大になっていますので、お好みの
音量に調節してください。

電子ブックを取り出すときは
左右のつまみを持って、操作パネル部を持ち上げます。電子ブックが出てき

ます。電源が入っているときは、電源も自動的に切れます。

電子ブックが出てこないときは、いったん操作パネル部を閉めてから、もう

一度操作パネル部を持ち上げてください。

大きくなる小さくなる

BACK LIGHT

ON OFF

つまみ
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電源を切るには
電源入/切�キーを押すか、電子ブックが入っている状態でカチッと音がするまで

フタを閉めます。

現在の状態を数秒間で保存した後、電源が切れます。

このとき、画面が消えるまで、ACパワーアダプターを抜いたり、乾電池を取

り出したりしないでください。現在の状態が正しく保存されないことがあり

ます。

ご注意

• 電子ブックをプレーヤーに入れずに電源を入れると、「Please insert the disc

ディスクを入れて下さい」と画面に表示されます。お使いになる電子ブックを入れ

てください。

• 電子ブックが挿入口に入らないときは、無理に押し込まず、いったん本体から完全

に取り出してから入れ直してください。

• ディスクはデータ保護のため、キャディーに入れたまま使用します。電子ブックと

は、ディスクをキャディーに入れたものです。

別売りの電子ブックの中には矢印の位置がイラストと異なるものがありますが、同

様に使用できます。

• 全面表示の際、行の途中で改行して表示される場合が一部ありますが、これは電子

ブックの内容によるものであり故障ではありません。

z フタの開閉と電源について

本機を使用中、フタをカチッと音がするまで閉めると電源が切れます。また、電子ブッ

クが入った状態でフタを開けると電源が入ります。

z ACパワーアダプター（付属）について

必ず付属のACパワーアダプターをご使用ください。

お使いにならないときは、電源コンセントから抜いてください。

z 本機の設定について

お買い上げいただいたときは、検索方法やキーの働きなどは、14～55ページに記載さ

れている通りです。設定を変えたい場合は、61～62ページをご覧ください。

z 乾電池で使用したり、車で使用する

本機は乾電池で使用したり、車のバッテリーで使用することもできます。（詳しくは66

～67ページをご覧ください。）

キャディー

プラグの極性

ディスク
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入力モード

入力方法

入力欄

ガイドメッセージ

カーソル

現在使用している
辞書の文献名

文字入力のしかた

操作を始める前に、電子ブックプレーヤーでの文字の入力のしかたを覚えま

しょう。ここでは、同梱の電子ブック「広辞苑第五版&リーダーズ英和第2

版・新和英中辞典」および「マイペディア&漢字源」をお使いになるときの文

字入力のしかたについて説明します。別売りの電子ブックをお使いになると

きは、60ページをご覧ください。

入力画面は、以下のように構成されています。

項目

現在使用している

辞書の文献名

入力モード

入力方法

入力欄

カーソル

ガイドメッセージ

入力モードや入力方法を選んで入力していきます。

内容

使用している辞書の文献名のみが反転表示される。

入力する文字の種類（ 英�、 数�、かな�、または

カナ�）が表示される。各入力画面や入力欄によって

必要な入力モードに自動的に切り換わる。

ひらがなやカタカナを入力するとき、 ローマ字/
ひらがな�キーで

選んだ入力方法（ローマ字� ひらがな�）が表示される。

入力した文字が表示される。入力欄が複数あるとき

は、 、 キーで選んだ入力欄のみが濃く表

示される。

次の文字の入力位置を示す。

入力画面での操作案内が表示される。
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入力する文字の種類を選ぶ

各入力画面での入力モードは、以下の表のように決められています。

「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」をお使いのときは

入力画面　　　　

広辞苑�（F1）

漢　字�（F2）

リーダーズ�（F3）

カタカナ�
発　音�（F4）

新和英�（F5）

z 入力例の一覧を参照して入力するには

文字を入力しているときに、画面に「（文字太さ）で入力例が参照できます。」と表示さ

れたときは、入力例の一覧を参照して入力することができます。

文字太さ�キーを押すと、入力例の一覧が出るので、入力したい項目を 、 キー

で選び、 引く/選ぶ�キーを押します。入力欄に、選んだ項目が記入されます。

t

次のページにつづく�

入力モード

かな�tカナ�t 英�t 数� 文字サイズ�（入力モード）キーを

押すごとに切り換わる。

かな�または 数� 選んだ入力欄によって自動

的に切り換わる。

英�y 数� 文字サイズ�（入力モード）キーを

押すごとに切り換わる。

カナ�

かな�
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「マイペディア&漢字源」をお使いのときは

入力画面　　　　

広辞苑�

項　目�

（F1）

漢　字�

キーワード�

（F2）

リーダーズ�

よ　み�

（F3）

パーツ�

カタカナ�
発　音�
（F4）

新和英�

画部首�

（F5）

リーダーズ�

よ　み�
（F3）、

パーツ�

カタカナ�
発　音�（F4）および 

新和英�

画部首�
（F5）キーを押して表示される入力

画面からは、さらに別の検索方法を選べます。このときの各検索時の入力

モードについては、各検索方法のページをご覧ください（40～46ページ）。

z 入力モードについて

• 文字キーの一番上の列の Q
あ　�
（1）~ P

わ　�
（0）は、文字サイズ�（入力モード）キーで入力

モード（ 英� 数�）を切り換えることで、アルファベットと数字のキーとして働き

ます。

• 入力する文字のうち、ひらがな、カタカナは全角で表示され、英字、数字は半角で

表示されます。

t
t

入力モード

かな�tカナ�t 英�t 数� 文字サイズ�（入力モード）キーを

押すごとに切り換わる。

かな�tカナ�t 英�t 数� 文字サイズ�（入力モード）キーを

押すごとに切り換わる。

かな�

かな�

かな�または 数� 選んだ入力欄によって自動

的に切り換わる。
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例

入力方法を選ぶ

ひらがなやカタカナを入力する方法には、ローマ字入力とひらがな入力があ

ります。 ローマ字/
ひらがな�キーを使って、入力方法を選びます。お買い上げいただいた

ときは、ローマ字入力の状態になっています。

広辞苑�（F1）キーを押して表示される「広辞苑」の入力画面で、「ひばり」
と入力する

ローマ字入力のときは

文字キーの上のアルファベットを組み合わせて、ローマ字でひらがなとカタ

カナを入力する方法です。組み合わせかたについては、「ローマ字→かな対応

表」（78～79ページ）をご覧ください。

1 ローマ字/
ひらがな�キーを押して、ローマ字�を表示する。

2 「ローマ字→かな対応表」の組み合わせに従って、「[H]・[I]・[B]・

[A]・[R]・[I]」の順に文字キーを押す。

入力欄に「ひばり」と表示されます。

ひらがな入力のときは

文字キーの上の「あ・か・さ・た・な」などを見ながら直接入力する方法です。

1
ローマ字/
ひらがな�キーを押して、ひらがな�を表示する。

次のページにつづく�
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2 Y
は　�
キー（は）を2回押して「ひ」を表示する。

Y
は　�キーを1回押すと「は」が、もう一度押すと「ひ」が表示されます。

押すごとに、「は」、「ひ」、「ふ」、「へ」、「ほ」・・・と切り換わります。

3 F
ば�
キー（ば）を1回押して「ば」を表示する。

F
ば� キーを押した時点で、最初の「ひ」が確定します。

4 O
ら� キーを2回押して「り」を表示する。

O
ら� キーを押した時点で「ば」が確定します。

目的の文字が表示されているので、 引く/選ぶ�キーを押して検索を開始する

ことができます。（「り」は、 引く/選ぶ�キーを押した時点で確定します。）
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押すキー

戻る�キー

現在使用している辞書の機能

キー（ 広辞苑�

項　目�

（F1）～ 新和英�

画部首�
（F5））　

以下のように操作します

例えば「あお」と入力するには、まず Q
あ　�

キーを1回押して「あ」を表示し、次頁�
文字決定�キー

を押して「あ」を確定する。続いて Q
あ　�キー

を5回押して「お」を表示する。

まず普通の文字を表示して、 X
小文字� キーを押

す。

–
ー�
キーを押す。

例えば「ぎゃ」を入力するには、「きゃ」を

表示してから Z
。�
゛�

キーを押す。ひゃ行の場

合は、 Z
。�
゛�

キーを1回押すと濁点（「びゃ」

など）、もう1回押すと半濁点（「ぴゃ」な

ど）が付く。

こんなときは

同じキーに割り当てられた文

字が続くときは

小文字（ぁぃぅぇぉゃゅょ

っゎ）を入力するには

音引き（ー）を入力するには

きゃ行、しゃ行、ちゃ行、

ひゃ行、ふぁ行の文字に濁

点、半濁点を付けるには

前頁�
1字削除�

入力した文字を修正する

ご注意

入力モードがかな�またはカナ�のときは、入力画面で次頁�
文字決定�キーを押しても_（カーソル）

は右に移動しません。

修正のしかた

入力した文字を終りから1文字ずつ消す

カーソルのある行のすべての文字を消す

すべての入力欄の文字を消す
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例

　操作編：辞書をひく　

広辞苑を使う

電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」を使います。
ことばを入力して、意味を調べます。ここでは、検索結果の見かたやキーの

使いかたなど、ひと通りの基本的な操作について説明しています。すべて

ローマ字入力で入力する場合の説明とします。

「はくちょう」を調べる

1 広辞苑�（F1）キーを押す。
「広辞苑」の入力画面が表示され、「広辞苑」の文字が反転表示されます。

2「[H]・[A]・[K]・[U]・[C]・[H]・[O]・[U]」と入力する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。
該当項目が出ます。

該当項目がひとつの場合は、自動的にそのことばの意味（検索結果の画

面）に進みます。
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4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。
「はくちょう」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られます。

5「はくちょう」の絵を見るには、  キーで
＜図＞を選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

「はくちょう」の絵が画面の中央に表示されます。

もとの画面に戻るには、 戻る�キーを押します。

6 手順5の画面を見ているときに「はくちょう」の鳴き声
を聞くには、 引く/選ぶ�キーを押す。

音声を止めるには、 戻る�（x）キーを押します。

z 手順4で「はくちょう」の鳴き声を聞くには

 キーで ＜鳴声＞を選び、 引く/選ぶ�キーを押してください。

目次を使って検索するには

広辞苑の入力画面（20ページ）で、「目次を見る」の が になるまで

キーを押し、 引く/選ぶ�キーを押します。目次が表示されるので 、

キーを使って調べたい項目を選んでください。

例えば、「鳥の鳴き声」を選ぶと、鳴き声の出る鳥の名前の一覧が表示されま

す。項目によっては、さらに次の目次が表示されますから、つぎつぎに見た

い項目を選んでください。
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内容

 キーで を にして 引く/選ぶ�キーを押

すと、調べた項目の画像を見ることができる**。

 キーで を にして 引く/選ぶ�キーを押

すと、調べた項目の音声が聞ける。

関連項目を見ることができる（64ページ）。

左から、電子ブックの文献名、見出し語（現在表示

されている項目）、見出し語内の現在位置（見出し語

のどのあたりを見ているか）を示す。現在位置は、

下図のように、  キーを押すのに合わせ

て、黒い部分の長さが変わることで表示します。

ご注意

項目の内容が長いときには、見出し語内の現在位置が正しく

表示されないことがあります。

検索結果が表示されてからしばらくすると、その画

面での操作案内を示すメッセージが出る。

見出し語表示

音声の表示 参照項目の表示画像の表示

先頭 最後

b

---B ---B ---B

検索結果を見る（音声を聞く／画像を見る）

検索結果の画面には、以下のような表示が出ます。

項目

画像の表示*

音声の表示*

参照項目の表示*

見出し語表示

ガイド

メッセージ

*「連続検索」の設定を「なし」にする（62ページ）と、 や は1 や2 になり
ます。

**画像には、 で参照して見るものと、本文中に挿入されているものがあります。

ガイドメッセージ
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以下のページをご覧ください

17ページ

64ページ

以下のページをご覧ください

64ページ

検索中、こんなときは

ひらがな入力をするには

該当項目が10項目より多いときは

検索結果表示中、こんなときは

関連項目を参照するには

（NO）

（F1）

（ジャンプ）

〜 （F5）

（F6）

（左右選択）

前頁�
1字削除�

次頁�
文字決定�

広辞苑�

項　目�

–
ー�

画面分割�

文字サイズ�

文字太さ�

戻る�

新和英�

画部首�

検索結果を見ているときに働くキーの使いかた

キー 働き

画面を1行上に送る。

画面を1行下に送る。

前のページに見出し語がある場合は前の項目を表示

し、ない場合は前のページを表示する。

同じページに次の見出し語がある場合は次の項目を

表示し、ない場合は次のページを表示する。

各辞書へ移る（どの画面からも、押したキーに対応

する辞書の画面に切り換わる）。

英単語のジャンプ機能を使う（35ページ）。

同じ画面で他の文献を参照する（51ページ）。

2画面表示時の左右選択を切り換える（52ページ）／
文字の太さを切り換える（65ページ）。

入力する文字の種類を変える（15ページ）／
文字の大きさを変える（54ページ）。

1つ前の画面に戻る。／再生中の音声を停止する。

z 各キーの働きと設定について

設定を変えると、キーの働きを使いやすいように変えることができます。設定について

は61～62ページをご覧ください。

（入力モード）
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ことばの終わりから引く

調べたいことばの後ろの部分（接尾辞、接尾語など）からことばを調べると

きに使います。逆引き（後方一致）としての検索です。

「まつり」で終わることばを調べる

1 「広辞苑」の入力画面（20ページ）で、「ことばの終わりから引く」
の が になるまで  キーを押す。

2 「[M]・[A]・[T]・[U]・[R]・[I]」と入力する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。

該当項目が出ます。
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「葵祭」を調べたときの例

4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

検索結果の画面が出ます。

z 該当項目を50音順で表示するには

手順1で キーを押して「逆引き後50音順に並び替えて表示する」の入力欄を選び

ます。この状態で検索したいことば（上の例では「まつり」）を入力してから 引く/選ぶ�

キーを押すと、該当項目の一覧が50音順で表示されます。この検索方法は、上の手順

のように50音順で表示しない場合に比べて、多少時間がかかります。

z 入力した文字は  キーで選んだ入力欄に自動的に移ります

「ことばの終わりから引く（逆引き）」の入力欄で文字を入力したあと、 キーを押

して「逆引き後50音順に並び替えて表示する」を選ぶと、入力した文字が選んだ入力欄

に移ります。

漢字を音訓（よみ）・画数・部首から調べる

調べたい漢字の音訓（よみ）・総画数・部首名・部首内画数（部首以外の部分

の画数）の中で、わかっている条件を入力して検索します。

「 」という漢字を調べる

1 漢　字�（F2）キーを押す。
「漢字」の入力画面が出ます。

例

次のページにつづく�
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2  キーで＿（カーソル）を移動させ、希望する条件を入力

する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。

入力した条件に該当する漢字の一覧が表示されます。

4 調べたい漢字を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

「 」の検索結果の画面が出ます。

z 入力欄と入力モードについて

「音訓」／「部首名」を入力するときはかな�に、「総画数」／「部首内画数」を入力すると

きは 数�になります。
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z 部首名の入力について

「りっとう」、「さんずい」など部首名をそのまま入力する以外に、 文字太さ�キーで部首の

一覧を参照して入力することもできます。

1 キーで、＿（カーソル）を「部首名」に移動させる。

　「部首名を入力するか 文字太さ�で部首の画数を選択」とガイドメッセージが表示され

ます。

2 文字太さ�キーを押す。

漢字の部首の画数の一覧が出ます。

3 希望の画数を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

選んだ画数に相当する部首の一覧が出ます。

4 希望の部首を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

入力欄に選んだ部首が記入されます。

ご注意

部首名の入力からすべての部首を検索できるわけではありません。

z 総画数／部首内画数の入力について

部首内画数とは、部首以外の部分の画数です。

「 」を調べるときは、「 」の部首の「さんずい」を除いた画数の「16」を入力します。

また、総画数および部首内画数を入力するとき、画数のあとに「-」をつけて入力する

と、入力した画数前後の文字も検索できます。例えば「[5] [-]」と入力すると、4～6画

に該当する項目が出ます。

z 入力条件について

条件を全部入力しなくても、入力した条件だけで漢字を調べることができます。ただ

し、入力する条件が多いほど該当項目をしぼり込むことができます。

z 検索結果の画面で「 字形」を選ぶと

調べた漢字が拡大表示されます（28ページ）。
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漢字を拡大表示する

「広辞苑」の検索結果の画面で、複雑な漢字の一画一画が正しく表示されない

場合があります。これは、画面の表示能力の関係で、故障ではありません。

そのような漢字のうち拡大表示ができる漢字の前には、お買い上げいただい

たときには が表示されるようになっています。（設定の「連続検索」を「な

し」にすると、1 が表示されます（62ページ）。）

「鷹」という漢字を拡大表示する

1 広辞苑�（F1）で「鷹」ということばを検索する。
検索結果の画面で、「鷹」の前に が表示されています。

2 引く/選ぶ�キーを押す。

「鷹」を含む9つの漢字が拡大表示され、一画一画を正しく調べることが

できます。
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z 検索結果の画面に戻すには

Q
あ　�（1）キー、 引く/選ぶ�キーまたは 戻る�キーを押します。

z 拡大表示できる漢字の種類

以下の漢字を拡大表示できます。

• 漢字検索（25ページ）で検索できる一字の漢字すべて

• 上記以外の漢字のうち、「広辞苑」の見出し語に含まれる以下の漢字

1画数が多いなど、画面上で字形の正確な表示が難しい漢字

2JIS規格以外の漢字で検索結果の画面ではカタカナで表示されるもの （この場

合、 <漢字>などと表示されます。拡大表示の漢字があることを示していま

す。）

ご注意

プレーヤーの画面の表示能力により正確に表示できない漢字の中に、拡大表示

できないものもあります。
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リーダーズ英和第2版・新和英中辞典を使う

電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」を使いま

す。「リーダーズ英和辞典第2版」では、英単語を入力して意味を調べます。

「新和英中辞典」では、日本語を入力して、それに対応する英語を調べます。

リーダーズ英和辞典第2版で「HOUSE」を調べる

1 リーダーズ�（F3）キーを押す。
「リーダーズ」の入力画面が表示され、「リーダーズ」の文字が反転表示さ

れます。

2「[H]・[O]・[U]・[S]・[E]」と入力する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。
該当項目が出ます。

該当項目がひとつの場合は、自動的にそのことばの意味（検索結果の画

面）に進みます。
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4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押
す。
「HOUSE」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られま

す。

あいまいなスペルから英単語を探すには

1「リーダーズ」の入力画面（30ページ）で、あいまいなスペルを入力し、
引く/選ぶ�キーを押す。

該当項目がない場合は、画面に「該当する単語がありません」と表示された

あと、入力画面に戻ります。入力したスペルが自動的に「あいまいなスペ

ルから英単語を探す」の入力欄に移ります。

2 引く/選ぶ�キーを押す。

入力したスペルに近い英単語に該当する候補の一覧が表示されます。

3 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

z 該当項目の候補の数が多いときは
10件見つかると一覧表示に切り換わります。さらに検索が続いている間、画面の右下

に が表示されます。この間、次頁�
文字決定�キーでさらに続く候補の表示に切り換えることがで

きますが、最も新しく見つかった候補の語が切り換えた画面の最後の行にきます。検索

中はキーの操作に対する反応が遅くなります。

目次を使って検索するには

リーダーズ英和第2版・新和英中辞典の入力画面（30ページ）で、「目次を見

る」の が になるまで キーを押し、 引く/選ぶ�キーを押します。目次

が表示されるので 、 キーを使って調べたい項目を選んでくださ

い。

項目によっては、さらに次の目次が表示されますから、つぎつぎに見たい項

目を選んでください。
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内容

 キーで を にして 引く/選ぶ�キーを押すと、

調べた単語の発音が聞ける。

調べた単語がいろいろな品詞（名詞、動詞など）で使われ

る場合、  キーで マークの前の を にし

て 引く/選ぶ�キーを押すと、各品詞ごとの説明を見るための

一覧が表示される。調べた単語の成句が記載されている

場合は、一覧から成句の説明も選べる。

関連項目を見ることができる（64ページ）。

左から、電子ブックの文献名、見出し語（現在表示され

ている項目）、見出し語内の現在位置（見出し語のどのあ

たりを見ているか）を示す。現在位置は、下図のよう

に、  キーを押すのに合わせて、黒い部分の長

さが変わることで表示します。

ご注意

項目の内容が長いときには、見出し語内の現在位置が正しく表示さ

れないことがあります。

検索結果が表示されてからしばらくすると、その画面で

の操作案内を示すメッセージが出る。

検索結果を見る（音声を聞く）

検索結果の画面には、以下のような表示が出ます。

b

見出し語表示

発音の表示 参照項目の表示品詞の表示

項目

発音の表示*

品詞の表示*

参照項目の表示*

見出し語表示

ガイド

メッセージ

*「連続検索」の設定を「なし」にする（62ページ）と、 や は1 や2 になり
ます。

先頭 最後

---B ---B ---B

ガイドメッセージ



33

辞
書
を
ひ
く

以下のページをご覧ください

17ページ

64ページ

以下のページをご覧ください

64ページ

35ページ

検索結果を見ているときに働くキーの使いかた

「広辞苑」のときと同様です。「広辞苑を使う」の表（23ページ）をご覧ください。

カタカナ発音で英単語を探す

発音をカタカナで入力して英単語を調べます。

「スクール」（school）という英単語を調べる

1 カタカナ�
発　音�（F4）キーを押す。

「カタカナ発音」の入力画面が出ます。

2 「[S]・[U]・[K]・[U]・[-]・[R]・[U]」と入力する。

例

次のページにつづく�

検索中、こんなときは

ひらがな入力をするには

該当項目が10項目より多いときは

検索結果表示中、こんなときは

関連項目を参照するには

検索結果の本文中から別の単語の検索

にジャンプするには（ジャンプ機能）
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3 引く/選ぶ�キーを押す。

該当項目が出ます。

4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

「school」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られま

す。

日本語から英訳語を探すには（新和英中辞典を使う）

日本語を入力して、それに対応する英語を調べることができます。

新和英�（F5）キーを押すと、「新和英」の入力画面が出ます。「日本語から英訳

語を探す」の入力欄に日本語を入力し、 引く/選ぶ�キーを押します。該当項目が

表示されるので 、  キーで調べたい項目を選んでください。



35

辞
書
を
ひ
く

英単語のジャンプ機能を使う

検索結果の本文中から英単語を選んで、選んだ単語のスペルに該当する項目の

検索にジャンプします。同梱の電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第

2版・新和英中辞典」を使用するときは、「リーダーズ英和辞典第2版」または

「新和英中辞典」の検索結果から「リーダーズ英和辞典第2版」での検索にジャ

ンプします。　　

この機能は、 マークのついたジャンプ機能対応の別売り電子ブックを

使用中もお使いいただけます。　　

「リーダーズ英和辞典第2版」の「HOUSE」の検索結果からジャンプする

1 検索結果が表示されているときに、 –
ー�
（ジャンプ）キーを押す。

画面の本文中の最初の英単語が選ばれて、文字が反転し点滅します。

ジャンプモードを解除したいときは、もう一度 –
ー�
（ジャンプ）キーを押

すか 戻る�キーを押します。

2   
前頁�
1字削除� 

次頁�
文字決定�キーで点滅部を移動させて調べたい英単語を

選んでから、 引く/選ぶ�キーを押す。

該当する英単語の検索結果の画面が出ます。該当項目が複数ある場合

は、1件目の項目の検索結果の画面が出ます。2件目以降の内容を見ると

きは、 キーでスクロールします。

ここで 戻る�キーを押すと、手順1の検索結果の画面を表示します。

例

「home」を選んでジャンプしたとき
の例

次のページにつづく�
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ジャンプした先の本文中の英単語をさらに調べたいときは

再び –
ー� （ジャンプ）キーでジャンプモードにして、調べたい単語を反転の点

滅にしてから選びます。

途中で 広辞苑�（F1）～ 新和英�（F5）キーを押さない限り、ジャンプする前の

単語に 戻る�キーで1つずつ（最大9回まで*）戻ることができます。

* 本文中から関連項目（64ページ）を参照した場合は、参照した回数と合わせて9回

までとなります。

ご注意

• 画面の中にジャンプできる英単語がない場合に –
ー�
（ジャンプ）キーを押すと、

「ジャンプできる英単語がありません。」と表示されます。

•「広辞苑」の本文中からはジャンプできません。

• 文字の大きさを変えて表示（54ページ）しているときに、ジャンプしても、英単語

が正確に選択できないことがあります。その場合は、一度ジャンプモードを解除し

て文字を文字サイズ�キーで標準に戻してから、再度おこなってください。

• 場合によっては、ジャンプする英単語を選んでも、該当する英単語がないことがあ

ります。
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例

次のページにつづく�

マイペディアを使う

電子ブック「マイペディア&漢字源」を使います。

「ホタル」を調べる

1
広辞苑�

項　目�
（F1）キーを押す。

「項目」の入力画面が表示され、「項目」の文字が反転表示されます。

2「[H]・[O]・[T]・[A]・[R]・[U]」と入力する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。
該当項目が出ます。
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以下のページをご覧ください

64ページ

以下のページをご覧ください

17ページ

64ページ

ことばの終わりの部分を入力して調べるには

キーを押して「ことばの終わりの部分から引く（逆引き）」の を 

にして、ことばを入力します。使いかたは「逆引き広辞苑」（24ページ）と同

様です。

z 該当項目を50音順で表示するには

キーを押して「逆引き後50音順に並び替えて表示する」の入力欄を選びます。こ

の状態で検索したいことば（上の例では「ほたる」）を入力してから 引く/選ぶ�キーを押す

と、該当項目の一覧が50音順で表示されます。この検索方法は、上の手順のように50

音順で表示しない場合に比べて、多少時間がかかります。

4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

「ホタル」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られます。

検索結果を見る

「広辞苑」のときと同様です。「広辞苑を使う」の表（22ページ）をご覧ください。

検索結果を見ているときに働くキーの使いかた

「広辞苑」のときと同様です。「広辞苑を使う」の表（23ページ）をご覧ください。

検索中、こんなときは

ひらがな入力をするには

該当項目が10項目より多いときは

検索結果表示中、こんなときは

関連項目を参照するには
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z 入力した文字は  キーで選んだ入力欄に自動的に移ります

「ことばの終わりの部分から引く（逆引き）」の入力欄で文字を入力したあと、 キー

を押して「逆引き後50音順に並び替えて表示する」を選ぶと、入力した文字が選んだ入

力欄に移ります。

目次を使って検索するには

「項目」の入力画面（37ページ）で、「目次を見る」の が になるまで

キーを押し、 引く/選ぶ�キーを押します。目次が表示されるので 、

キーを使って調べたい項目を選んでください。

項目によっては、さらに次の目次が表示されますから、つぎつぎに見たい項

目を選んでください。

キーワードで検索する

単語を限定せず、関連項目を広い範囲で調べたい場合は「キーワード検索」が

適しています。

キーワードになる単語を入力すると、本文中にそのことばの入った全項目が

検索され、「項目検索」では該当しなかった項目まで調べることができます。

「ワールドカップ」に関する項目を調べる
漢　字�

キーワード�
（F2）キーで「キーワード」入力画面にし、[W]・[A]・[-]・[R]・[U]・

[D]・[O]・[K]・[A]・[P]・[P]・[U]（ワールドカップ）と入力して 引く/選ぶ�キー

を押します。

該当項目が出たら、調べたい項目を キーで選び 引く/選ぶ�キーを押

します。

z 該当項目がないときは

そのまま
広辞苑�

項　目�
（F1）キーを押して、「項目」の入力画面（37ページ）に移します。

入力した文字はそのまま残り、ひき続き目的のことばの検索ができます。

例
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漢字源を使う

電子ブック「マイペディア&漢字源」を使います。

音訓読みから検索する

漢字源で調べたい漢字のよみを2種類まで入力して検索します。

「診」という漢字を調べる

1
リーダーズ�

よ　み�
（F3）キーを押す。

「よみ」の入力画面が出ます。

2  キーで＿（カーソル）を移動させ、よみを入力する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。

入力した条件に該当する漢字の一覧が表示されます。

該当する漢字が1件しかない場合は、その文字の検索結果の画面に自動的

に切り換わります。

例
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漢字を構成するパーツ（部品）・構造（パターン）から検索する

漢字源で調べたい漢字のよみ・画数・部首などがわからない場合、漢字を構

成するパーツ（部品）のよみ（3つまで）・構造（パターン）を入力して検索し

ます。

「熊」という漢字を調べる

1 パーツ�

カタカナ�
発　音�（F4）キーを押す。

「パーツ」の入力画面が出ます。

2  キーで＿（カーソル）を移動させ、希望する条件を入力

する。

例

4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

「診」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られます。

次のページにつづく�
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3 引く/選ぶ�キーを押す。

入力した条件に該当する漢字の一覧が表示されます。

4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

「熊」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られま

す。

z 漢字のパーツ（部品）のよみの入力について

漢字をパーツ（部品）に分解して入力します。

例：「熊」を調べたい場合

1「パーツ1」の欄にまず「ム」の部分を[M][U]（む）と入力する。

2 キーで「パーツ2」の欄を選び、「月」の部分を[T][U][K][I]（つき）と入力する。

3 さらに キーで「パーツ3」の欄を選び、「ヒ」の部分を[H][I]（ひ）と入力する。
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z 漢字の構造（パターン）の入力について

パターン名をそのまま入力する以外に、 文字太さ�キーでパターンの一覧を参照して入力

することもできます。

1 キーで、＿（カーソル）を「パターンから調べる」に移動させる。

　「パターンを 文字太さ�で参照して入力して下さい。」とガイドメッセージ表示されま

す。

2 文字太さ�キーを押す。

パターンの一覧が出ます。

3 希望のパターンを  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

入力欄に選んだパターンが記入されます。

例：「熊」を調べたい場合「 上下」を選ぶ。

z 漢字のパターンを呼び名で入力するには

パターンの呼び名は以下の通りです。

パターン（型） 呼び名 例

 （上下） じょうげ、 じ 「杏」など

 （左右） さゆう、さ 「利」など

 （たれ） たれ、た 「灰」など

 （にょう） にょう、に 「近」など

 （かまえ） かまえ、か 「国」など

 （全体） ぜんたい、ぜ 「戒」など

• 呼び名はどちらを入力しても（例　「じょうげ」でも「じ」でも）同じに扱われます。

• （たれ）、 （にょう）、 （かまえ）に分類されるものは、 （全体）でも検索でき

ます。

• どれに分類するかわからないものは、 （全体）にしてください。

ご注意

2画面分割中（51ページ）はパターンを参照することができないため、「じょうげ」

「さゆう」など呼び名で入力してください。
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例

よみ・画数・部首から検索する

漢字源で調べたい漢字のよみ（1種類）・画数・部首の中で、わかっている条
件を入力して検索します。

「創」という漢字を調べる

1
新和英�

画部首�
（F5）キーを押す。

「画部首」の入力画面が表示され、「画部首」の文字が反転表示されます。

2  キーで＿（カーソル）を移動させ、希望する
条件を入力する。

3 引く/選ぶ�キーを押す。
入力した条件に該当する漢字の一覧が表示されます。
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4 調べたい項目を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押
す。
「創」の検索結果の画面が出ます。

文章が途中で途切れているときは、次頁�
文字決定�キーを押すと続きが見られま

す。

z 入力欄と入力モードについて

「よみ」／「部首名」を入力するときはかな�に、「総画数」を入力するときは 数�になり

ます。

z 部首名の入力について

「りっとう」、「さんずい」など部首名をそのまま入力する以外に、 文字太さ�キーで部首の

一覧を参照して入力することもできます。

1 キーで、＿（カーソル）を「部首名」に移動させる。

　「部首名を入力するか 文字太さ�で部首の画数を選択」とガイドメッセージ表示されま

す。

2 文字太さ�キーを押す。

漢字の部首の画数の一覧が出ます。

3 希望の画数を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

選んだ画数に相当する部首の一覧が出ます。

4 希望の部首を  キーで選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

入力欄に選んだ部首が記入されます。

z 入力条件について

条件を全部入力しなくても、入力した条件だけで漢字を調べることができます。ただ

し、入力する条件が多いほど該当項目をしぼり込むことができます。

次のページにつづく�
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以下のページをご覧ください

64ページ

以下のページをご覧ください

17ページ

64ページ

z 検索結果の画面からさらに検索するには

検索結果の画面の下部に★マークのついた項目一覧が表示されます。  キー

で見たい項目を選び、 引く/選ぶ�キーを押します。例えば「★拡大文字」を選ぶと、調べ

た漢字が画面の中央に拡大表示されます。また、「★JISコード」を選ぶとワープロにも

対応できるJISコードの情報を見ることができます。

ご注意

• この電子ブックは、「JIS X 0208-1990（情報交換用符号系）」に準拠しており、字

形等もその漢字表に示された漢字に準拠しています。このいわゆるJIS漢字の体系

は、1978年に制定されたものと1983年に改訂されたものとでは一部に異同があ

ります。そのため、表示装置や印字装置により字形の細部が違って表示されるので

ご注意ください。なお「JIS X 0208-1990」は、83年の改訂から2字が加わったも

のです。

• 人名に使える旧字の一部は、JIS漢字に入っていないため、電子ブックプレーヤー

では文字を表示できません。そのため（■）と表示しています。グラフィック画面

を使っている拡大文字は表示されます。

• 解字図版と挿絵の画面からは、 戻る�キーを押すと前の画面に戻ります。

検索結果を見る

「広辞苑」のときと同様です。「広辞苑を使う」の表（22ページ）をご覧ください。

検索結果を見ているときに働くキーの使いかた

「広辞苑」のときと同様です。「広辞苑を使う」の表（23ページ）をご覧ください。

検索中、こんなときは

ひらがな入力をするには

該当項目が10項目より多いときは

検索結果表示中、こんなときは

関連項目を参照するには
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いろいろな方法で漢字源を検索する

ここでは漢字源をさらに発展した、5種類の方法で検索します。

1
リーダーズ�

よ　み�
（F3）キーまたは

パーツ�

カタカナ�
発　音�（F4）キー、 新和英�

画部首�
（F5）キーを押

して、「よみ」（40ページ）または「パーツ」（41ページ）、「画部首」
（44ページ）の入力画面にする。

2 「他の検索方法で調べる」の が になるまで キーを押し、

引く/選ぶ�キーを押す。

検索方法の一覧が表示されます。

3  キーで希望する検索方法を選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

4 各検索方法に従って検索する。

各検索方法は次の通りです。

次のページにつづく�
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熟語を引く・漢字を訓で引く

熟語や漢字のよみ（正しいよみまたは訓よみ）を入力して目的の語を検索し

ます。

例　「熟語を引く・漢字を訓で引く」の欄に「とうり」と入力して検索する

と、よみに該当する熟語や漢字の一覧が表示されます。調べたい項目を選ん

でください。

また、漢字1字の訓よみで調べることもできます。

文字の入力モードは、ひらがなとカタカナです。

熟語のよみの終わりの部分を入力して調べるには

キーを押して「終りの部分から引く（逆引き）」の を にして、調べ

たい熟語の後ろの部分を入力します。使いかたは「逆引き広辞苑」（24ペー

ジ）と同様です。

漢字をコードで引く

JISコードがわかっている漢字を調べるときに使います。区点コード、16進

コードまたはシフトJISコードを入力して検索します。

例　「区点コード」の欄に「2222」と入力すると漢字「橋」（はし）の解説画面

が表示されます。

文字の入力モードは数字と英字です。
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故事成語を調べる

故事成語を構成する漢字のよみから調べます（3つの漢字まで）。ひとつの入

力欄にはひとつの漢字のよみだけ入力します。音でも訓でも入力ができます

が、音を入力した場合は該当項目が多くなります。

例　「ばん」「うま」「さい」と入力して検索すると「人間万事塞翁馬」（ニンゲ

ンバンジサイオウガウマ）という故事成語が検索できます。

文字の入力モードはひらがなです。

名前に使う字を調べる

名前につけられる漢字を調べます。

例　「よみ」の欄に「あきら」と入力して検索すると「あきら」という名前に使

える漢字の一覧が表示されます。調べたい漢字を選んでください。候補が多

すぎる場合は、画数も入力すると、候補を減らすことができます。

文字の入力モードは、よみを入力するときはひらがなに、画数を入力すると

きは数字に自動的に切り換わります。

次のページにつづく�
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付属資料を見る

漢字源の付属資料を見ることができます。見たい項目を選び、一覧が出た

ら、つぎつぎに検索してください。

該当項目が横に並んでいるときも、  、 キーで見たい項目を選んで

ください。

z 漢詩99首について

付属資料から漢詩99首を選ぶと漢詩を作者別または形式別に調べることができます。

検索結果の画面では、日本語で漢詩の読み上げを聞くことができます。また、漢詩にま

つわる風景の画像を見ながら漢詩の読み上げを聞くこともできます。

音声や画像の表示のしかたは、広辞苑のときと同様です（22ページ）。

z 連続検索について

「熟語を引く・漢字を訓で引く」、「漢字をコードで引く」、「故事成語を調べる」、「名前

に使う字を調べる」では、連続検索が可能です。

「連続検索」を「あり」の設定にしておけば（62ページ）、検索結果の画面が表示された

状態で次に調べたいものの初めの文字を入力すると、自動的に入力画面に戻り、文字が

入力されます。入力枠が複数ある場合は、前回検索したときに最後にカーソルがあった

入力枠に入力されます。
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画面を左右に分割して検索する

同梱の電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」お

よび「マイペディア&漢字源」で検索中に、左右に画面を分割して、各画面で

異なった文献・見出し語を検索・参照できます。

「広辞苑」で「ひばり」の検索結果の画面を見ているときに、右面に入力画
面を開く

1 検索結果の画面を見ているときに、 画面分割�（F6）キーを押す。
画面の右面に「広辞苑」の入力画面が出ます。この入力画面の方が選択さ

れていて操作可能な状態です。

2 画面の右面に表示された入力画面を切り換えたい場合は、 広辞苑�

（F1）～ 新和英�（F5）の辞書キーを押す。
右面に選んだ入力画面が出ます。

例

新和英�（F5）キーで「新和英」の入力
画面を選んだ例（右面選択中）

選択されていない方の画面は背景が暗
くなる。
（右面選択中）

次のページにつづく�
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右面で「ひばり」を入力した例
（右面選択中）

3 右面の辞書で調べたいことばを入力し、 引く/選ぶ�キーを押す。

右面に該当項目が出ます。

該当項目が1件の場合は、右面には自動的に手順4の検索結果の画面が出

ます。

4 右面の辞書で調べたいことばを選び、 引く/選ぶ�キーを押す。

右面に検索結果の画面が出ます。

   キーで行送り／戻し、 前頁�
1字削除� 次頁�文字決定�キーで項目／ページの送り

／戻しをすることができます。

5 左面でさらに別のことばを調べる場合は、 文字太さ�（左右選択）キー

を押して左面を選択し、検索する。

（右面選択中）

（左面選択中）
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6 全面表示に戻るには、 画面分割�（F6）キーを押す。
分割が解除されて、そのとき選択されていた画面が全面に表示されま

す。

z 2画面表示中の画面選択について

文字太さ�（左右選択）キーを押して、画面を切り換えます。

選択されていない方の画面は背景が暗くなります。

z 画像表示中に2画面分割をすると

画像が全面表示されているときは、2画面分割はできません。 戻る�キーで画像を消して

から、 画面分割�（F6）キーを押します。

検索結果の本文中に画像が挿入されているときに、 画面分割�（F6）キーを押すと、2画面

表示になり、表示されていた画像はいったん消えて、かわりに が表示されます。こ

こで を選ぶと、2画面表示はいったん解除され、画像が表示されます。 戻る�キーで

もとの2画面表示に戻ります。

z 2画面表示中に連続検索（62ページ）をすると

選択されている画面で連続検索ができます。

ご注意

• 戻る�キーで、1つ前の画面に戻ります。押すたびにひとつずつ戻り、最終的には入

力画面に戻ります。2画面表示を解除したいときは、 画面分割�（F6）キーを押しま

す。

• 2画面表示中、文字の太さを変える（65ページ）ことはできません。

• 2画面表示中、入力での参照機能は使えません。

• 2画面表示中に ＜図＞や設定画面（61ページ）を選ぶと、自動的に全面表示に

なります。 戻る�キーでもとの2画面表示に戻ります。

• 同梱の電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」および

「マイペディア&漢字源」以外を使用中は、2画面表示機能は使えません。

• 表が表示されているときに2画面表示すると、改行位置がずれて読みにくくなるこ

とがあります。

（全面表示）
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画面の文字のドットフォント（大きさ）を
変える

同梱の電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・新和英中辞典」お

よび「マイペディア&漢字源」の検索結果の画面の文字の大きさを変えること

ができます。検索途中の画面の文字の大きさは変えることができません。

文字の大きさは、16ドットフォント（標準）、24ドットフォント、12ドット

フォントの3種類です。読みやすい画面になるように切り換えてください。

「広辞苑」で「はくちょう」の検索結果の画面を見ているときに、文字の大
きさを変える

1 検索結果の画面を見ているときに、文字サイズ� キーを押す。
画面に表示されている本文の文字の大きさが24ドットフォントに変わり

ます。ガイドメッセージの文字の大きさは変わりません。

2 文字サイズ� キーをもう1度押す。
画面に表示されている本文の文字の大きさが12ドットフォントに変わり

ます。ガイドメッセージの文字の大きさは変わりません。

例

24ドットフォント

ガイドメッセージ
（16ドットフォント）

12ドットフォント

ガイドメッセージ
（16ドットフォント）
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3 文字サイズ� キーをもう1度押す。
画面に表示されている本文の文字の大きさが16ドットフォント（標準）

に戻ります。

文字サイズ� キーを押すたびに、以下のように切り換わります。

→16ドットフォント（標準）→24ドットフォント

12ドットフォント ←

行やページを戻すと

文字の大きさを変えた後、 、
前頁�
1字削除�キーで行やページを戻すと、文章の最

初の文字がずれることがあります。故障ではありません。

ご注意

• 表が表示されているときに文字の大きさを変えると、表がずれて読みにくくなるこ

とがあります。読みにくいときは、標準でご覧ください。

• 12ドットフォントの時は漢字が一部省略文字になることがあります。また、太字

にすると読みにくくなることがあります。

• 別売りの電子ブック使用時は、「文字拡大（横倍）」、「文字縮小（半角）」の切り換え

になります（64ページ）。
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　操作編：別売り電子ブックを使う　

検索の種類
本機には、6種類の検索方法が用意されています。各検索方法には以下のマー
クがついています。使用できる検索方法は、使用する別売り電子ブックに
よって異なります。別売り電子ブックに付属の説明書をご覧ください。
電子ブックを入れたら、まず文献を選び、次に検索方法を選んでください。

例：単語検索（前方一致）／単語を引く
つづりがすべてわかっていることばや「アジア○○」のように初めの部分だ
けがわかっていることばを探すための検索方法です。「アジア」で始まること
ばがすべて検索できます。

例：複合検索
いくつかの希望条件を満たす項目を検索する方法です。「余暇・観光」の分
野で「産業」というキーワードを持つ項目を調べます。

例：単語検索（後方一致）／季語の末尾から探す
「○○うめ」のように後ろの部分だけがわかっていることばを探すための検索
方法です。「うめ」で終わることばがすべて検索されます。

（画面は小学館「データパル9年分’91～
’99」（別売り）の例）

（画面は日外アソシエーツ「俳句季語辞
典～2.1万語自由自在～」（別売り）の
例）

（画面は有斐閣「経済辞典第3版」（別売
り）の例）

WORD

END

MULTI
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例：条件検索
「ちきゅう」「かんきょう」のように5つまでのキーワード（検索語）を入力し
て検索する方法です。

例：メニュー検索／目次から検索する
「メニュー」とは本の目次のようなもので、画面に表示されたメニューを使っ
て探したい項目を検索する方法です。

例：グラフィック検索
画面に表示されるグラフィック（絵など）の指示に従って検索する方法で
す。

検索方法の名称について

検索方法の名称（××検索などという呼びかた）はお使いになる電子ブックに

よって異なります。上図の「例：メニュー検索／目次から検索する」などは検

索方法の名称の一例です。

ただし各検索方法についているマーク（WORD など）は、どの電子ブックを

お使いになっていても共通です。

（画面は自由国民社「現代用語の基礎知
識1999」（別売り）の例）

（画面は日本実業出版社「英会話［超
速］学習法」（別売り）の例）

（画面は朝日新聞社「フジ三太郎」（別
売り）の例）

KEY

MENU

GRAPH
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働き

画面に表示される言語を設定する。

1つ前の項目にカーソルを動かす。 キーと同じ働き。

1つ前のページに戻る。

1つ前の画面に戻る。 戻る�キーと同じ働き。

参照一覧を表示する。

画面に表示される言語を設定する。

次の項目にカーソルを動かす。 キーと同じ働き。

次のページに進む。

次の画面に進む。

カーソルのある行のすべての文字を消す。

キーの使いかた
機能キーについて

広辞苑�

項　目�
（F1）～ 新和英�

画部首�
（F5）の各F（ファンクション）キー（機能キー）は、使

用している電子ブックの検索の画面によって機能が変わります。割り振られ

る機能は表示される画面によって変わります。

表示している画面で働く機能は、画面の一番下に表示されます。

（F2）

（F1）

各キーの働き

キー 機能名

言語

前語

前頁

前画

参照

LANG

次語

次頁

次画

削除

広辞苑�

項　目�

漢　字�

キーワード�

パーツ�項　目� キーワード� よ　み� 画部首�

カタカナ�
発　音�広辞苑� 漢　字�リーダーズ� 新和英�

言語� LANG 設定� 決定�

F1 F2 F3 F4 F5

F
1

F
2

F
3

F
4

F
5

参照� 削除� 全削� 文献� 検索�F
1

F
2

F
3

F
4

F
5

前頁� 次頁� 再度� 文献� 検索�F
1

F
2

F
3

F
4

F
5
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（F3）

（F4）

（F5）

検索した情報の音声を聞く

キー 働き

文字の大きさを変える

（64ページ）

文字の太さを切り換える

（65ページ）

キー 働き

音声を早送りする。

音声を早戻しする。

（m）

キー 働き

押すごとに、音声再生と一

時停止とに切り換わる。

停止を解除する。

音声を停止する。

（M）
（u）

（x）

キー 機能名

全削

再度

設定

文献

決定

検索

* 英和辞典など英数字を入力して検索する電子ブックを使うとき、入力した語に近い

語を該当項目として表示します。英和辞典以外の電子ブックでも、スペルチェック

が働いて、入力した語に近いことばが該当項目として表示されることがあります。

海外で出版された電子ブックなど、一部の電子ブックではスペルチェック機能が働

きません。

その他のキーの働き

キー 働き

画面を自動で上に送る

画面を自動で下に送る

• N
りゃ�
、 M

ふぁ�
は、1回押すごとに、1行送り→1頁送り（ゆっくり）→1頁送り（速く）

→1行送り…と切り換わります（オートスクロール機能）。オートスクロールは、
戻る�（NO）キーを押すと止まります。

• 連続検索の設定（62ページ）が「あり」のときは、 N
りゃ�

、 M
ふぁ�

キーは文字入力キー

として働きます。

リーダーズ�

よ　み�

パーツ�

カタカナ�
発　音�

新和英�

画部首�

N
りゃ�

M
ふぁ�

文字サイズ�

文字太さ�

次頁�
文字決定�

前頁�
1字削除�

引く/選ぶ�

戻る�

働き

入力したすべての文字を消す。

検索語を入力する画面に戻る。

プレーヤーの設定を変える。

電子ブックのはじめの画面に戻る。

項目を決定する。 引く/選ぶ�（YES）キーと同じ働き。

検索を開始する。スペルチェックの設定（63ページ）が
「あり」のときは、スペルチェック検索*をする（前方一

致検索のときのみ）。
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押すキー

前頁�
1字削除�

漢　字�

キーワード�

（F2）

リーダーズ�

よ　み�
（F3）

文字入力のしかた
入力する文字の種類（入力モード）や入力方法を選んで入力していきます。

入力する文字の種類を選ぶ

文字サイズ�（入力モード）キーを押すごとに、以下のように切り換わります。

電子ブックによっては必要な入力モードに自動的に切り換わるものもあります。

かな�→カナ�→ 英�→ 数�

入力方法を選ぶ

ひらがなとカタカナを入力する方法には、ローマ字入力とひらがな入力があ

ります。 ローマ字/
ひらがな�キーを使って、入力方法を選びます。

→

欧文文字 押すキー

Ä A

Å S

Æ D

欧文文字 押すキー

Ö J

Ø K

Ü L

ß Z

入力した文字を修正する

海外で出版された電子ブックを使用するときは

ひらがなおよびカタカナの入力はできませんが、アルファベットの他、「Ñ」、

「Ø」などの欧文文字の入力ができます。
文字太さ�キーを押してから、下の表に従って文字キーを押します。

文字太さ�キーを押すと画面右上に SHIFT と表示されます。

入力される文字と押すキー

修正のしかた

入力した文字を終りから1文字ずつ消す

カーソルのある行のすべての文字を消す

入力した文字をすべて消す

　　

例 Ñを入力する

文字太さ�キ－を押して H
きゃ� を押します。

欧文文字 押すキー

Ç F

Ë G

Ñ H
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例

見出し語「表示なし」

　操作編：便利な機能　

電子ブックプレーヤーの設定を変える
検索結果の画面表示やキーの操作などについて使いやすいように設定できます。

同梱の電子ブック使用時

「オートパワーオフ」の設定を「5分」に変える

1 広辞苑�

項　目�
（F1）～ 新和英�

画部首�
（F5）のいずれかの辞書キーを押す。

入力画面が出ます。

2 入力画面中の「設定画面へ」の が になるまで キーを押

し、 引く/選ぶ�キーを押す。

お買い上げいただいたときは、下の画面のように設定されています。各項

目で、数字や文字が濃く表示されているのが現在の設定内容です。

3  キーで「オートパワーオフ」を選び、 前頁�
1字削除� 次頁�文字決定�キーで「5

分」を選ぶ。

4 引く/選ぶ�キーを押す。

以下は、設定できる項目の内容です。

項目 内容

見出し語表示 「表示あり」：検索結果画面で見出し語を表示する（22、32ページ）。

「表示なし」：辞書の名称を表示する。

ご注意

見出し語表示を「表示あり」にすると、スクロールや画面表示の切り換えが遅く

なります。見出し語によっては、ページ（頁）を戻すときに、特に遅くなること

があります。

「広辞苑第五版＆リーダーズ英和第2版・
新和英中辞典」をお使いのとき

次のページにつづく�
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乾電池で使用の際、放置しておくと自動的に電源が切れるオートパ
ワーオフの時間を切り換える（5、10、15、20、25分）。
（ACパワーアダプター使用の際、電源は切れませんので、使用後は
電源をご自分で切ってください。）

項目 内容

発音回数 検索結果画面の「  」が表示されている英単語（「リーダーズ英和

辞典第2版」、「新和英中辞典」）や「 ＜鳴声＞」が表示されているな

きごえ（「広辞苑」）の再生回数を切り換える（1、2、3、4、5回）。

頁送り戻し 「頁／項目」：次頁�
文字決定�
キーで、同じページに次の見出し語がある場合は次

の項目を表示し、ない場合は次のページを表示する。 前頁�
1字削除�
キーで、前

のページに見出し語がある場合は前の項目を表示し、ない場合は前の

ページを表示する。

「頁のみ」：次頁�
文字決定�キーでページのみ送り、前頁�

1字削除�キーでページのみ戻す。

連続検索 「あり」：検索結果の画面から続けて検索する（64ページ）。

「なし」：検索結果の画面から他の項目を調べたい場合には、各辞書

キー（ 広辞苑�

項　目�
（F1）キー～ 新和英�

画部首�
（F5）キー）で調べたい辞書の入力

画面に戻る。または 戻る�キーで戻る。

オートパワーオフ

別売り電子ブック使用時

1 パーツ�

カタカナ�
発　音�（F4）（文献）キーを押して文献一覧の画面に戻り、

パーツ�

カタカナ�
発　音�

（F4）（設定）キーを押す。
お買い上げいただいたときは、下の画面のように設定されています。

2  キーで設定を変えたい項目を選び、 前頁�
1字削除� 次頁�文字決定�キーで内容

を選ぶ。

3 引く/選ぶ�キーを押す。
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見出し語「表示なし」

以下は、設定できる項目の内容です。同梱の電子ブックと項目や設定内容が同じものについ

ては、「同梱の電子ブック使用時」の表（61～62ページ）をご覧ください。

項目 内容

1 見出し語表示 「表示あり」：→ 「同梱の電子ブック使用時」と同じ。

「表示なし」： 広辞苑�

項　目�

（F1）～ 新和英�

画部首�

（F5）の機能キーの働きを表示す
る。

ご注意

電子ブックによっては見出しデータがありません。その場合はいちばん下の行に

「見出しデータなし」と表示されます。

2 後方ソート 「なし」：→ 「同梱の電子ブック使用時」と同じ。

「あり」： ENDによる後方一致の検索をしたときに、該当項目が国語
辞典のときは50音順に、英和辞典のときはアルファベット順など、辞

書内での並び順どおりに並べ換える。

ご注意

「あり」に設定すると、50音順に表示しない場合に比べて、検索に多少時間がかか

る場合があります。

3 頁送り戻し → 「同梱の電子ブック使用時」と同じ。

4 連続検索 → 「同梱の電子ブック使用時」と同じ。
ご注意

海外で出版された電子ブックでは、連続検索ができません。

5 スペルチェック「なし」：スペルチェック機能を使わない。

「あり」：スペルチェック機能を使って検索する（59ページ）。

6 オートパワーオフ→ 「同梱の電子ブック使用時」と同じ。

海外で出版された電子ブックを使用するときは

お買い上げいただいたときは下の画面のように設定されています。

Character display（文字の太さ）を「Bold」にすると、検索途中や検索結

果の文字が肉太で表示されます。その場合、スクロールや画面表示の切り換

えが遅くなります。「Auto power off timer」（オートパワーオフの時間）に

ついては、62ページをご覧ください。
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覚えておくと便利
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該当項目一覧で項目数が多いときは

10項目より多いときは、次頁�
文字決定�キーを押すと

次の10項目が表示されます。

z 該当項目の順番を直接入力して、その項目

以降の一覧を表示することもできます

文字サイズ�キーを押すと、該当項目一覧の画面の右側

に項目の順番を入力する窓が表示されるので、数

字キー Q
あ　�
（1）～ P

わ　�
（0）で項目の順番を入力

し、 引く/選ぶ�キーを押します。入力した数字以降

の項目が一覧表示されます。

関連項目を参照するには

検索結果の文中に が表示されたときは、

、 キーで参照したい項目の を

にして 引く/選ぶ�キーを押すと、 の次

に表示されている項目が表示されます。も

との画面に戻るには、 戻る�キーを押しま

す。

連続検索するには

検索結果の画面が表示されているときに、

次に調べたい単語／ことばの初めの一文字

を入力します。その文字が入力されたまま

入力画面に戻るので、続きの文字を入力し

て検索します。

z 入力項目が複数ある場合は

前回検索したときに最後にカーソルがあった入力

枠に入力されます。

z 「連続検索」の設定を「なし」にする（62

ページ）と、以下の点が異なります

• 検索結果の画面に表示されていた や が

1 や2 になり、数字キー Q
あ　�（1）~ P

わ　�

（0）で見たい項目を選びます。

• 検索結果の画面のいちばん下の行に表示され

る項目名についていた は、 になりま

す。

画面の文字の大き
さを変える

別売りの電子ブックで検索結果の画面の文

字の大きさを変えることができます。検索

途中の画面の文字の大きさは変えることが

できません。

文字の大きさは、標準、横倍、半角（ただ

し漢字は標準のまま）の3種類です。読みや
すい画面になるように切り換えてくださ

い。

同梱の電子ブックで文字の大きさを変えた

とき（54ページ）とは、文字の表示が異な
ります。

1 検索後、本文が表示されているとき

に文字サイズ�キーを押す。

2 文字サイズ�キーを押すたびに、以下のよ

うに切り換わる。

標準→横倍→半角

海外で出版された電子ブックは

文字拡大の機能には対応していません。

行やページを戻すと

文字の大きさを変えた後、 、次頁�
文字決定�キー
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→
表示メッセージの
言語を切り換える

画面に表示されるメッセージを英語やフラ

ンス語など、他の言語に切り換えて使用で

きます。

（言語の切り換えは、表示言語切り換え機能

のついた電子ブックをお使いになっている

ときだけ行えます。同梱の電子ブックでは

おこなえません。）

1 パーツ�

カタカナ�
発　音�（F4）（文献）キーを押して文献

一覧の画面に戻ったら、 広辞苑�

項　目�
（F1）

（言語）キーまたは 漢　字�

キーワード�

（F2）

（LANG）キーを押す。

2「English」に切り換えるときは、

Q
あ　�（1）キーを押す。
表示されるメッセージが英語に切り換

わります。

切り換えて表示できる言語について

切り換えて表示できる言語は、お使いにな

る電子ブックによって異なります。

画面に表示されるメッセージについて

メッセージはすべて言語選択で選んだ言語

で表示されます。ただし、機能キー

（ 広辞苑�

項　目�
（F1）キー ～ 新和英�

画部首�
（F5）キー）の

働きを示す表示は、日本語の電子ブックを

日本語で検索しているときは日本語の表

示、その他の言語の電子ブックを検索して

いるときは、常に英語の表示となります。

他の言語では表示されません。

で行やページを戻すと、文章の最初の文字

がずれることがあります。故障ではありま

せん。

ご注意

表が表示されているときに文字の大きさを変える

と、表がずれて読みにくくなることがあります。

読みにくいときは、標準でご覧ください。

画面の文字の太さ
を変える

画面に表示された本文の文字の太さを太く

（肉太に）できます。

最初は、項目名が肉太、本文が標準の太さ

で表示されます。文字の太さは項目名だけ

肉太→全部肉太→全部標準の3段階で切り
換わります。

ただし、2画面表示中（51ページ）はできま

せん。

1 検索後、本文が表示されているとき

に 文字太さ�キーを押す。

2 文字太さ�キーを押すたびに、文字の太

さが以下のように切り換わる。

項目名だけ肉太→全部肉太

全部標準←

文字を肉太にすると

画面が切り換わる速さ（オートスクロール

など）が遅くなります。

ご注意

お使いになる辞書によっては、文字の太さが3段
階に切り換わらない場合があります。
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使用時間（　）内はバックライト使用時

電子ブック検索時* 音楽CD再生時

約10（5）時間 約4（2.5）時間

* 使用時間の目安。実際にはこれよりも短くな

ることがあります。

電池残量について

乾電池で使用しているときは、画面右下に

電池残量を示す表示 が出ています。残

量が少なくなるにつれて黒い部分が短くな

り、最終的には が点滅します。

電池残量が少ないまま使用すると誤動作、

誤表示を起こすこともあります。早目に電

池を交換してください。

電源をつけたまま放置すると

自動的に電源が切れます（オートパワーオ

フ）。お買い上げいただいたときのオートパ

ワーオフの時間は10分に設定されています

が、設定画面で変えることもできます（61

ページ）。

乾電池およびACパワーアダプターの両方
でお使いになるときは

ACパワーアダプターからの電源が優先さ

れます。

ご注意

乾電池でご使用の際はACパワーアダプターでご

使用のときよりもバックライトは暗くなります。

b

b

b

　いろいろな使いかた　

電源について

乾電池で使う

本機は単3形（LR6）アルカリ乾電池2本で

使用することをおすすめします。

マンガン乾電池では、ご使用時間が極端に

短くなります。その他の電池についてはお

すすめしません。

また、アルカリ乾電池をお使いになる際

も、乾電池を長持ちさせるためにできるだ

けBACK LIGHTスイッチ（本体ふたの右

側面）をOFFにしてバックライトを消した

状態でご使用ください。

乾電池の入れかた

1 電池ケースのふたを開ける。

2 乾電池を電池ケースに入れる。

3 ふたを閉める。
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充電式ニカド電池で使う

充電式ニカド電池NC-AAS-2B（別売り）

をニッケル水素・ニカド兼用充電器BC-

34HNA（別売り）で充電して使用すること

もできます。

使用時間（　）内はバックライト使用時

電子ブック検索時* 音楽CD再生時

約6（3）時間 約3（2）時間

* 使用時間の目安。実際にはこれよりも短くな

ることがあります。

自動車電源につないで使う

カーバッテリーコードDCC-E245（別売

り）を本機のDC IN 4.5Vにつないで使用し

てください。

ご注意

車の運転をしながら絶対に本機を操作したり、画

面を見ないでください。事故につながる恐れがあ

り、危険です。

音楽（8cm）CDを聞く

別売りのキャディー（DD-CD1）を使うと、

音楽（8cm）CDを聞くことができます。

音楽を聞く際には、別売りのキャディー

（DD-CD1）を必ずお使いになってくださ

い。

音楽（8cm）CDの出し入れ

1 この部分を先の尖ったもので押す。

2 キャディーのふたを開ける。

3 音楽（8cm）CDを入れる。
必ずラベル面を上にして入れ、キャ

ディーのふたを閉める。

取り出すときも同様に行ってください。

画面の見かた

音楽CDを入れると、画面には以下の情報

が表示されます。

1 演奏状態（68ページ）：N（演奏中）/

X（一時停止中）/x（停止中）/M（早

送り）/m（早戻し）/>（次の曲）/

.（前の曲）

2 演奏モード（68ページ）：Normal/

1 j/All j/Shuffle j

3 演奏中の曲の曲番と演奏時間

4 音楽CD全体の曲数と演奏時間

キャディー

3
1

2

1

4

3

2

次のページにつづく�
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いろいろな再生のしかた

通常の音楽CD再生中に 新和英�

画部首�
（F5）キーを

押すと、聞きたい曲を1曲だけ、または全

曲を繰り返して聞くことができます。キー

を押すたびに以下の表のように変わりま

す。

聞きかた 押すキー

1曲だけを

繰り返す

全曲を繰り返す

順不同に繰り

返し再生する

通常の再生に

戻す

表示

1 j

All j

Shuffle

j

Normal

（F5）

ご注意

• 内蔵スピーカーで聞いていた音量のままヘッ

ドホンで聞くと、音量が大きいことがありま

す。音量を調節してからお聞きください。

• ヘッドホンをつなぐと、内蔵スピーカーから

音声は出ません。

• 内蔵スピーカーの再生音声は、モノラルにな

ります。

音楽（8cm）CDの聞きかた

キャディーを入れると再生が始まります。

以下の表を見て操作してください。

基本的な使いかた

こんなときは 押すキー

再生する 引く/選ぶ�（u）キー

停止する 戻る�（x）キー

早送り
次頁�
文字決定�

キーを1秒以上押

し続ける。

早戻し
前頁�
1字削除�

キーを1秒以上押し

続ける。

一時停止 再生中に 引く/選ぶ�（u）

キーを押す。

もう一度押すと再生に戻る。

新和英�

画部首�

聞きたい曲を探す

聞きたい曲　 押すキー

次の曲
次頁�
文字決定�

キーを短く1回押す。

押すたびに次の曲の頭へ進む。

前の曲
前頁�
1字削除�

キーを短く1回押す。

再生中に押すと曲の頭に戻

り、押すたびに前の曲の頭

に戻る。



69

そ
の
他

　その他　

使用上のご注意

落とさないでください

本機に強いショックを与えないでください。
故障の原因となることがあります。
　

置き場所について

次のような場所に置かないでください。
• 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くな
ど、温度が非常に高いところ。（本機は5℃
～35℃の範囲でご使用ください。）

• 車のダッシュボードの上や、直射日光下で
窓を閉め切った自動車内。（特に夏季）

• 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど
磁気を帯びたところ。

• ほこりの多いところ。
• ぐらついた台の上や傾いたところ。
• 振動の多いところ。
• 風呂場など、湿気の多いところ。
• AMラジオの近く。（ラジオに雑音が入る
ことがあります。）

結露について

寒いときに暖房をつけた直後など、本機の内
部のレンズに露（水滴）がつき、正しく動作し
ないことがあります。電子ブックを取り出し
て約2、3時間放置してください。正常に動作
するようになります。

プレーヤーの温度上昇について

プレーヤーの底面が特に温かく感じられるこ
とがありますが、異常ではありません。ACパ
ワーアダプターも熱を発生しますが、問題は
ありません。ただし、異常に高温になったと
きはACパワーアダプターをはずし、お近くの
ソニーサービス窓口へお持ちください。

ヘッドホン（別売り）で音声を聞くときの

ご注意

• 耳をあまり刺激しないよう、適度な音量で
お楽しみください。

• オープンエアースタイルのヘッドホンは、
音が外に漏れる構造になっています。音量
を上げすぎて、周囲の迷惑にならないよう
心がけてください。

電子ブックの取り扱いについて

電子ブックはディスクをキャディーに入れた
まま使用します。キャディーは、データの記録
されているディスクを傷や汚れから保護する
ためのものです。必要なとき以外は中のディス
クを取り出さないようにしてください。

電子ブックの保存について

ディスクはキャディーに入れたまま保存して
ください。ケースに入れずに重ねておいた
り、斜めに立てかけて置いたりすると、故障
の原因になります。
次のような場所での保存は避けてください。

• 直射日光が当たるところなど高温の場所
• 湿度の高いところ
• 特に夏季、直射日光下で閉め切った車の
シート、ダッシュボードの上など

長時間使用しないときは、電子ブックを本体
から取り出しておいてください。

お手入れ
電子ブックのお手入れ

電子ブックは、データを保護するためディス
クをキャディーに入れたまま使用します。
万一、データの読み取りができないときは、
静電気などの原因でディスクに付着した微細
なゴミが原因と考えられます。この場合は、
ディスクをキャディーから取り出し、70ペー
ジに従ってお手入れします。再びディスクを
収納するときは、「 / / / マー

ク」面を上にして収納します。

ディスクの出し入れについては、「音楽
（8cm）CDの出し入れ」（67ページ）をご覧く
ださい。

次のページにつづく�
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お手入れ

柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ
軽く拭きます。

• 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸
し良く絞ってから拭き、乾いた布で水気を
拭き取ってください。

• ベンジン、レコードクリーナー、静電気防
止剤などはディスクを傷めますので、使わ
ないでください。

本体のお手入れ

キャビネットが汚れたら
柔らかい布でからぶきします。汚れがひどい
ときは、うすい中性洗剤液でしめらせた布で
拭いてください。シンナー、ベンジン、アル
コールなどは表面の仕上げを傷めるので使わ
ないでください。

ヘッドホンのプラグが汚れたら
ヘッドホンのプラグの汚れは、雑音などの原
因となります。常によい音でお聞きいただく
ために、プラグをときどき柔らかい布でから
ぶきしてください。

主な仕様
形式
電子ブックプレーヤー　
スピーカー出力（モノラル）、（ACパワーア
ダプター使用時）
最大出力レベル　100mW
負荷インピーダンス　16Ω

電源・その他
電源
• 外部電源ジャック定格4.5V　ACパワーアダ
プター（付属）を接続してAC100V電源から使
用

• 単3形（LR6）アルカリ乾電池2本（別売
り）使用

• 充電式ニカド電池（NC-AAS-2B:別売り）
使用

• カーバッテリーコード（DCC-E245:別売
り）を接続して自動車バッテリーから使用

消費電力（ACパワーアダプター使用時）
バックライト消灯時　約1.4W　　　　
バックライト点灯時　約1.7W　　　　
本体寸法
約132×31×110mm
　（幅/高さ/奥行き、最大突起部含まず）
質量
本体　約340g
使用時 約420g（アルカリ乾電池、電子

ブックを含む）

動作温度
5℃～35℃
同梱品一覧
電子ブック「広辞苑第五版＆リーダーズ英和
第2版・新和英中辞典」「マイペディア&漢字
源」
電子ブックプレーヤー
ACパワーアダプター
取扱説明書（広辞苑イラスト集／保証書付き）
ソニーご相談窓口のご案内
電子ブックカタログ

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく
変更することがありますが、ご了承ください。

別売りアクセサリー　
カーバッテリーコード（DCC-E245）
クリーニングキット（CDM-GM3K）
キャリングケース（DD-CK1）
音楽（8cm）CD用キャディー（DD-CD1）
充電式ニカド電池（NC-AAS-2B）
ニッケル水素・ニカド兼用充電器
（BC-34HNA）
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電子ブックについて

同梱の電子ブックについて

同梱の電子ブックには『広辞苑　第五版』、
『逆引き広辞苑』、『リーダーズ英和辞典第2
版』と『新和英中辞典（第4版）』が収録され
ている電子ブックと、『マイぺディア』と
『漢字源』が収録されている電子ブックの2
種類があります。
各辞典の特長は以下の通りです。

『広辞苑　第五版』
編者 新村　出
著作権者代表　財団法人　新村出記念財団
• 現代・古典語、漢語、外来語など国語項目
約12万3千語、学術専門語、芸能・スポー
ツ用語、人名・地名、社会的事件にいたる
までの百科項目約10万7千語を収録。

• 図版2千7百、表100、鳥の鳴き声40種
を収録。

• 各項目には的確簡明な定義・意味を与
え、国語項目に対しては古典および現代
の用例を付加。

逆引きについて

広辞苑�

項　目�
（F1）の入力画面の「ことばの終わりから

引く」で「広辞苑 第五版」の全項目について逆

引き（後方一致）検索が行なえます。

本機同梱の電子ブック版『広辞苑　第五版』
の各項目の本文最終行にある＜→図*＞と
＜→表*＞は、画面に表示できないため、
86ページからの『広辞苑イラスト集』に収
録してあることを示しています。

『リーダーズ英和辞典　第2版』
© 1999 Kenkyusya Ltd.
編者 松田徳一郎（代表）　高橋作太郎　

東信行　木村建夫

• 総収録項目数27万。一般語・専門語か
ら俗語・固有名までオールラウンドに収
録。

• 初版刊行後の新語・新語儀を精選して追
加。特に情報科学用語を大幅に増強。

• 口語・俗語・イディオムの豊富さは専門
の辞典をしのぐ規模。

• 固有名はグローバルな視野から、英語圏
以外の人名・地名も多数収録。

『新和英中辞典（第4版）』
編者 R. M. V. Collick　日南田一男　

田辺宗一
• 日常語から時事、専門語まで広範に収
録。総収録語数約7万。用例約10万。

• 緊密な日英共同編集による現代の日本語
と英語の実態に即した見出し語、訳語・
訳文を掲載。

• 読者の疑問に答える懇切丁寧な語法解説
と用法指示を随所に記述。

本機同梱の電子ブック版『リーダーズ英和辞

典　第2版』と『新和英中辞典（第4版）』に
は、図表・写真のデータは収録されておりま

せん。これらをご覧になりたい方は、別売り

の書籍版の辞書の該当項目を参照してくださ

い。

『マイペディア』

製作・編集　株式会社 日立システムアンド
サービス
• CD-ROMマルチメディア百科辞典「マ
イペディア for Win」から全項目（約6
万5千件）のテキストを収録。本文中の
別項目参照の総数は約13万5千。

• 数式や化学式などの図・式の図版を約
300点収録。

• 国名・地名をはじめとする項目に最新
データを盛り込んだほか、現代に必須の
用語を豊富に収録。

• 各項目は、項目名の始まりや終りから、
または項目名をキーワード検索が行えま
す。

次のページにつづく�
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『漢字源（漢詩付属版）』

編者　藤堂明保　松本　昭　竹田　晃
• 漢字の意味の解説と成り立ちに詳しい漢
和辞典。熟語も豊富。

• 書籍版『漢字源』の内容を、JIS漢字の
範囲内で電子化。

• JIS第一水準・第二水準に若干の人名用
旧字を加えた6443字を収録。全漢字に
拡大表示つき。

• 読めない漢字はパーツ（部品）で検索。
• 音訓・総画・部首・熟語からも検索。
• 故事成語が、含まれる漢字からも検索可
能。

• 子供の名前に使える漢字がすぐにわか
る。

• 解字図版・押し絵図版1200点。中国主
要人物1200名の詳しい解説も収録。

• 中国の漢詩99首を、白文と読み下し文
で収録。現地撮影の写真と日本語の読み
上げつき。詩人名・タイトル・形式から
も引ける。

同梱の電子ブックは、市販の電子ブック
「広辞苑」「マイペディア」「漢字源」とは検
索方法などが異なります。

この電子ブックに収められているデータ
は、著作権法によって保護されており、無
断で転載・複製することはできません。

同梱電子ブックの記述内容に関するお問い

合わせは下記へ

広辞苑の記述内容についてのお問い合わせは

株式会社　岩波書店　  03(5210)4082

リーダーズ英和辞典および新和英中辞典の
記述内容についてのお問い合わせは

株式会社　研究社　  03(3288)7711

マイペディアの記述内容についてのお問い合
わせは
株式会社　日立システムアンドサービス

 03(5721)1051
漢字源（漢詩付属版）の記述内容についての
お問い合わせは
株式会社　学習研究社　

 03(3726)8371

•「広辞苑」は（株）岩波書店の登録商標です。
•「漢字源」は学習研究社の登録商標です。

別売り電子ブックをお求めの際は

電子ブックおよび電子ブックプレーヤーに

つけられる統一のマークとして以下の4種

類があります。

：1998年に拡張された仕様に対応

した電子ブックおよび電子ブックプレー

ヤーにつけられるマークです。

：電子ブックおよび電子ブックプレー

ヤーにつけられる統一のマークです。

、 ：1994年以前に出版された電子

ブックおよび発売された電子ブックプレー

ヤーにつけられるマークです。
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• 乾電池が消耗している。
→乾電池を新しいものと取り換える（66ページ）。

• ACパワーアダプターがはずれている。
→しっかり接続する。

• CONTRASTが最も淡くなっている。
→CONTRAST調節つまみで最適な濃さにする（11ページ）。

• キャディーの中でディスクが裏返しになっている。
→「 / / / マーク」面を上にしてキャディーに入れ
る。

• ディスクが汚れている。
→お手入れする（70ページ）。

• 結露している。
→電子ブックを取り出し、そのまま2、3時間ぐらい待つ。

• 電子ブックが正しく入っていない。
→電子ブックを取り出し、矢印のある面を上にして矢印の方向に
入れる。

CONTRASTが淡すぎる、または濃すぎる。
→CONTRAST調節つまみで最適な濃さにする（11ページ）。

• VOL（音量）調節つまみが最小になっている。
→VOL（音量）調節つまみを回して音量を調節する（12ページ）。

• ヘッドホンがつながれている。
→ヘッドホンをPHONES（ヘッドホン）端子から抜く。

→リセットボタンを押す（8ページ）。

→電子ブックの内容によるもので故障ではありません。

故障かな？と思ったら
サービスサポート窓口にご相談になる前に下記の項目をもう一度チェックし

てみてください。それでも具合が悪いときは、テクニカルインフォメーション

センターにご相談ください。

画面に「C□□:□□」のような表示が出たときは、自己診断機能が働いてい

ます。76ページをご覧ください。

症状 原因・対策

電子ブックを入れても
始まらない。
電源入/切キーを押して
も始まらない。

画面が出ない。
画面がチラつく。

スピーカーから音が出
ない。

キーを押しても動作し
ない。

全面表示にしているの
に行の途中で改行して
表示される。

もしもプレーヤーの操作ができなくなったら

操作中に、ボタンを押しても動作しなくなったときは、リセットボタン（8

ページ）を先の尖ったもので押してください。プレーヤーの電源が切れ、再

び動作するようになります。
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回答

「 / / / マーク」のついた電子ブックはすべ

て使えます。

電子ブックに音声データが入っている場合は、検索結果の

画面の中に音声を示すマークが出ます（22、32ページ）。

CONTRAST調節つまみで最適な濃さにしてください（11

ページ）。

見出し語表示が「表示あり」の設定になっていたり、後方

ソートが「あり」の設定になっていたりすると、検索に時

間がかかる場合があります。設定を変えてください（61、

63ページ）。

電子ブックの裏表や前後を逆にすると入りません。矢印のあ

る面を上にして矢印の方向に入れてください（11ページ）。

電子ブックが正しく入っていません。電子ブックを取り出

して、矢印のある面を上にして矢印の方向に奥まで押し込

んでください（11ページ）。

各出版社にお問い合わせください（72ページ）。

書店、電気店で注文できます。詳しくは電子ブックカタロ

グをご覧ください。

同梱のACパワーアダプターは国内専用ですので、必ず乾

電池でご利用ください。

別売り電子ブックとしての機能キー（ファンクションキー）

としてご利用になれます（58ページ）。

疑問？に思ったら（FAQ）
本機に関して、よく聞かれる質問（FAQ：Frequently Asked Question）や
疑問について、Q&A（質問と回答）でお答えします。

質問

本機で使えない電子ブック

がありますか？

音は出ますか？

画面がうすく読みにくいの

ですが。

検索や頁送り戻しのときに

時間がかかりすぎるのです

が、なぜですか？

電子ブックが入りません。

操作パネル部がきちんとし

まりません。

電子ブックの内容について

聞きたいのですが。

電子ブックはどこで売って

いますか？

海外で使用できますか？

別売りの電子ブック使用時

は機能キー（F1～F6）は

どうなりますか？
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回答

電子ブックに検索ソフトが入っている場合、もしく

はパソコンに標準で検索ソフトが入っている場合

は、そのまま使えます。それ以外の場合は、検索ソ

フトをご利用になれば使えます。そのまま使えるパ

ソコンの種類については、同梱の電子ブックカタロ

グをご覧ください。それ以外の場合は、検索ソフト

をご利用になれば使えます。ホームページからフ

リーウェアの検索ソフトウェアを入手できます。

http://www.sony.co.jp/viewlight

ただし、フリーウェアのため、サポートはいたしかね

ます。

ひらがな入力のときは19ページを、ローマ字入力の

ときは79ページをご覧ください。

拡大表示して確認してください（28ページ）。

表示されているページの1行目、あるいは最後の行

にきたら、  キーでスクロールしてくださ

い。

本文からさらに参照項目を見ているときなど、1度

押しただけでは戻らないときもあります。その場合

は、目次が表示されるまで 戻る�キーをくり返し押し

てください。

電子ブックによっては、表示されないものがありま

す。

質問

パソコンのCD-ROMドラ

イブに入れて検索できます

か？

小文字を入力するには？

正しい漢字が表示されません。

–
ー� （ジャンプ）キーを押して

ジャンプできる単語が反転し点

滅しているときに、 前頁�
1字削除� 次頁�文字決定�

キーを押しても画面の状態が変

わりません。

目次から本文を見ているとき、ガ

イドメッセージに「目次に戻るに

は 戻る�を押して下さい。」と表示

されているのに戻りません。

見出し語表示にしているのに、

見出し語と見出し語内の現在位

置の表示が出ません。



76

自己診断表示
本機には自己診断表示機能がついています。本機が正しく動作していないと
きに、画面にアルファベットと数字の5桁の表示と、メッセージを表示してお
知らせする機能です。
表示によって、本機の状態がわかるようになっています。以下の表をご覧に
なり、原因を確認し、それぞれの対応をしてください。対応を2度、3度、繰
り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンター
にご相談ください。ご相談の際は、表示された数字をお知らせください。
数字の「 : 」のあとの番号は、サービス窓口用の番号です。

表示番号とメッセージ 原因と対応のしかた

C01 : ××
「電池が消耗しています」

C12 : ××
「ディスクが規格外です」

C13 : ××
「ディスクが読めません」

C31 : ××

「ディスクを入れて下さい」

または

「ディスクが読めません」

ご注意

上記のメッセージが表示されているときは、

電源入/切�キーおよびリセットボタン（8ペー

ジ）以外のキーは働きません。

表示例

、 、 または マークがある面を上に

乾電池が消耗している。
→ 乾電池を新しいものと取り換える（66ページ）。

電子ブック以外の8cmCD-ROMを使用している。
→「 / / / マーク」のついた電子ブック、
キャディーに入れた音楽（8cm）CDを使用する。

ディスクのデータが正しく読めなかった。
→ 電子ブックを入れ直す（10～11ページ）。
→ ディスクにひどい汚れがないか確認し、お手入れする
（70ページ）。

電子ブックが正しく入っていない可能性がある。
→ ディスクを入れ直す（67ページ）。

→ ディスクがキャディーの中に正しく入っているか確認す
る。（ / / / マークの面を上にしてキャ
ディーに入れる。）

→ 電子ブックの矢印のある面を上にして矢印の方向に入
れる（11ページ）。
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保証書と
アフターサービス

保証書

権利者の許諾を得ることなく、このソフト

ウェアおよび取扱説明書の内容の全部また

は一部を複製すること、およびソフトウェ

アを賃貸に使用することは、著作権法上禁

止されております。

本製品およびソフトウェアを使用したこと

によって生じた金銭上の損害、逸失利益、

および第三者からのいかなる請求等につき

ましても、当社は、一切の責任を負いかね

ます。

取扱説明書に記載されている正常な使用状

態で本製品に故障が生じた場合、当社は本

製品の保証書に定められた条件に従って修

理を致します。ただし、本製品の故障、誤

動作、不具合等により、利用の機会を逸し

たために発生した損害、および文書および

画像データが正常に保存、呼び出しができ

ないことによって発生した損害などの、付

随的損害の保証については、当社は一切そ

の責任を負いませんので、あらかじめご了

承ください。

本製品は携帯性を重視した設計になってお

りますが、商品の性格上大きいガラスを使

用しておりますので、取り扱いには充分注

意してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べ

ください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

テクニカルインフォメーションセンター、

お買い上げ店、または「ソニーご相談窓口

のご案内」にあるお近くのソニーサービス

の窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させてい

ただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

い。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご

要望により有料修理させていただきます。

当社では、電子ブックプレーヤーの補修用

性能部品（製品の機能を維持するために必

要な部品）を、製造打ち切り後最低8年間保

有しています。この部品保有期間を修理可

能期間とさせていただきます。保有期間が

経過した後も、故障箇所によっては修理可

能の場合がありますので、お買い上げ店か

サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせく

ださい。

• 型名：DD-S35

• 故障状態：できるだけ詳しく

• 購入年月日



78

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 ん が行 ざ行 だ行 ば行 ぱ行

A KA SA TA NA HA MA YA RA WA NN GA ZA DA BA PA

CA LA

I KI SI TI NI HI MI RI GI ZI DI BI PI

YI SHI/CI CHI LI JI

U KU SU TU NU HU MU YU RU GU ZU DU BU PU

WU CU TSU FU LU

E KE SE TE NE HE ME RE GE ZE DE BE PE

CE LE

O KO SO TO NO HO MO YO RO WO GO ZO DO BO PO

CO LO

ローマ字→かな対応表

ひらがな、またはカタカナの検索語をローマ字で入力するときに、次の表に

従って入力してください。
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そ
の
他

ぁ XA いぇ YE ヴぁ VA ふぁ FA くぁ QA ヵ XKA くゎ QWA KWA

ぃ XI ゐ WI ヴぃ VI ふぃ FI くぃ QI XCA くぃ QWI KWI

ぅ XU ゑ WE ヴ VU ふ FU く QU くぅ QWU KWU

ぇ XE っ XTU ヴぇ VE ふぇ FE くぇ QE ヶ XKE くぇ QWE KWE

ぉ XO ゎ XWA ヴぉ VO ふぉ FO くぉ QO くぉ QWO KWO

ゃ XYA きゃ KYA ぎゃ GYA ぐゎ GWA しゃ SYA SHA じゃ ZYA JYA JA

ぃ XYI きぃ KYI ぎぃ GYI ぐぃ GWI しぃ SYI じぃ ZYI JYI

ゅ XYU きゅ KYU ぎゅ GYU ぐぅ GWU しゅ SYU SHU じゅ ZYU JYU JU

ぇ XYE きぇ KYE ぎぇ GYE ぐぇ GWE しぇ SYE SHE じぇ ZYE JYE JE

ょ XYO きょ KYO ぎょ GYO ぐぉ GWO しょ SYO SHO じょ ZYO JYO JO

ちゃ TYA CHA CYA ぢゃ DYA つぁ TSA てゃ THA でゃ DHA にゃ NYA

ちぃ TYI CYI ぢぃ DYI つぃ TSI てぃ THI でぃ DHI にぃ NYI

ちゅ TYU CHU CYU ぢゅ DYU つ TSU てゅ THU でゅ DHU にゅ NYU

ちぇ TYE CHE CYE ぢぇ DYE つぇ TSE てぇ THE でぇ DHE にぇ NYE

ちょ TYO CHO CYO ぢょ DYO つぉ TSO てょ THO でょ DHO にょ NYO

ひゃ HYA びゃ BYA ぴゃ PYA ふゃ FYA みゃ MYA りゃ RYA LYA

ひぃ HYI びぃ BYI ぴぃ PYI ふぃ FYI みぃ MYI りぃ RYI LYI

ひゅ HYU びゅ BYU ぴゅ PYU ふゅ FYU みゅ MYU りゅ RYU LYU

ひぇ HYE びぇ BYE ぴぇ PYE ふぇ FYE みぇ MYE りぇ RYE LYE

ひょ HYO びょ BYO ぴょ PYO ふょ FYO みょ MYO りょ RYO LYO

ご注意

•「ニューヨーク」などの「ー」（音引）は、のばしたい音のあとに –
ー� を入力してください。

例　N・Y・U・ー・Y・O・ー・K・U

• 拗音や促音（「ゃ」「っ」など）を入力するには、 X
小文字�

（小文字キー）を押してから Y
は　� A

が� などと押

して入力することもできます。
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 English

Operating Instructions

Connecting to the wall outlet

See the illustrations in the Japanese text (page 10).

Use the supplied AC power adapter to connect
the player to an AC outlet (house current, 100 V
AC).
Connect the DC IN 4.5V jack of the player to the
AC outlet with the supplied AC power adapter.

Note on AC power adapter
Use the supplied AC power adapter only on 100
V AC.

Using with the batteries

See the illustrations in the Japanese text (page 66).

Note on batteries
We recommend that you use this player with two
size AA (LR6) alkaline batteries. You can use this
player with manganese batteries, however the
battery life of the manganese batteries is much
shorter than alkaline batteries. Do not use other
types of batteries.
When using the player, set the BACK LIGHT
switch to OFF as long as possible, to conserve
batteries.

Install two size AA (LR6) dry batteries into the
battery compartment.
1 Open the battery compartment lid.
2 Install the batteries with the correct polarity.
3 Close the lid.

When the battery becomes weak
The  indication flashes on the screen.  Replace
the batteries with new ones, or the batteries will be
dead and the player may not operate correctly.

Battery life
With two alkaline batteries, the player will operate
for about 10 hours  (5 hours when the backlight switch
is set to ON) if you operate the electronic books, or 4
hours (2.5 hours when the backlight switch is set to
ON) if you play back audio CDs.

Auto power off function
To conserve the battery, the player automatically turns
off if it remains idle for 5, 10, 15, 20 or 25 minutes.
Auto power off timer can be set on the setting screen
(page 62).

Note on the player lid

To open the lid, press the button on the front (see
the illustration in the Japanese text on page 10).
If you close the lid, while using the player, the
player will turn off.
If you open the lid, while not using the player in
which an electronic book is installed, the player
will turn on.

Inserting/removing an electronic

book

See the illustrations in the Japanese text (pages
10–12).

Each electronic book is housed in its caddy for
protection against scratches and dust;  it can be
used while inside the caddy. Therefore, avoid
taking out the disc except for maintenance or
troubleshooting.

Inserting an electronic book
Open the keyboard panel and insert an electronic
book into the electronic book slot with the label
and the arrow mark facing up, and push it all the
way in, by hand, until click sound is heard.

Caution
If the electronic book is not inserted smoothly,
remove it all the way from the slot and insert it
again. Do not insert by force.

Removing the electronic book
Open the keyboard panel. The electronic book
inside will pop out.

If the electronic book does not pop out from the
slot
Close the keyboard panel once, then open it again.
Do not pull out the electronic book by force.

Adjusting the contrast
To adjust the screen contrast, use the CONTRAST
control.  Moving it rightward increases the contrast,
whereas moving it leftward decreases the contrast.
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Using the supplied electronic books

The supplied Electronic Books contain the
following dictionaries published in Japan.

Electronic Book with the label 広辞苑第五版 &
リーダーズ英和第 2版 ・新和英中辞典 contains:
広辞苑
(Iwanami Shoten’s KOJIEN (The Comprehensive
Dictionary of the Japanese Language))
リーダーズ英和辞典第 2版
( Kenkyusha’s English-Japanese dictionary for the
General Reader Second Edition )
新和英中辞典
( Kenkyusha’s The New College Japanese-English
dictionary )

Electronic Book with the label マイペディア & 漢
字源 contains:
マイペディア
(Hitachi Systems & Services’ encyclopedia)
漢字源
(Gakushukenkyusha’s KANJIGEN Kanji dictionary)

Using the function keys
You can select the dictionary you want to use just
by pressing the corresponding function key.

When using the Electronic Book with the label 広
辞苑第五版 & リーダーズ英和第 2版・新和英中
辞典
F1: Search Japanese language dictionary
F2: Search Chinese character by reading of the
character, etc.
F3: Search English-Japanese dictionary by word
F4: Search English-Japanese dictionary by
Japanese pronunciation
F5: Search Japanese-English dictionary
F6: displays two screens

When using the Electronic Book with the label
マイペディア & 漢字源
F1: Search Hitachi Systems & Services’
encyclopedia
F2: Search Hitachi Systems & Services’
encyclopedia by keyword
F3: Search Chinese character dictionary by
reading of the character
F4:  Search Chinese character dictionary by
parts and pattern of the character
F5: Search Chinese character dictionary by
reading of the character, etc.
F6: displays two screens

Using the Japanese-English dictionary
1 Insert the Electronic Book with the label 広辞苑
第五版 & リーダーズ英和第 2版 ・新和英中
辞典 .

2 Press the F5 key.
3 Type the Japanese word using the letter keys.

See the ローマ字→かな対応表 in the Japanese
text (page 78).

4 Press the 引く/選ぶ� key.
The list appears on the screen.

5 Press the   keys to select the word.
6 Press the 引く/選ぶ� key.

The meaning of the word you typed appears

in English.

Using the English-Japanese dictionary
1 Insert the Electronic Book with the label 広辞苑

第五版 & リーダーズ英和第 2版 ・新和英中
辞典 .

2 Press the F3 key.
3 Type the English word using the letter keys.
4 Press the 引く/選ぶ� key.

The list appears on the screen.
5 Press the   keys to select the word.
6 Press the 引く/選ぶ� key.

The meaning of the word you typed appears
in Japanese.
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How to use the keys to read the book

Key Function

Press to move to the previous line.

Press to move to the next  line.

If there is an entry on the previous page,
the previous entry will be displayed by
pressing this key. If not, the previous
page will be displayed by pressing this
key.

If there is another entry on the same page,
the next entry will be displayed by
pressing this key. If not, the next page
will be displayed by pressing this key.

Press to enlarge characters.

Press to make characters bold in lettering.

･Press to return to the previous
screen.
･Press to stop the audio playback.

Changing the settings
See the instruction in the Japanese text (page 61).

You can change the settings of the player on the
setting screen.

1 Press one of the F1–F5 keys.

The input screen selected appears.

2 Set the   mark to 設定画面へ using the 
key, and press the 引く/選ぶ� key.
The setting screen appears.

3 Select the title using the     keys.
4 Change the setting using the 

前頁�
1字削除�

 
次頁�
文字決定�

 keys.
5 Press the 引く/選ぶ� key.

Continuous search mode
When a searched screen of the dictionary is displayed,
if the 連続検索 on the setting screen is set to あり ,
you can search the next word by entering a beginning
letter of the word. The screen will return to the input
screen with a letter entered (continuous search mode).
If the 連続検索 on the setting screen is set to なし ,
this mode does not function.

Chinese character example

Example

杏 , 胃 , 育

利 , 阿 ,位

灰 , 厚 , 広

近 , 道 , 延

国 , 闇 , 画

戒 , 我 , 亜

Pattern

Using the Chinese character dictionary
You can use the Chinese character dictionary by
specifying the pattern of the character.
1 Insert the Electronic Book with the label マイ
ペディア & 漢字源 .

2 Press the F4 key.
3 Press the  key three times to set the cursor

in the lowest frame.
4 Press the 文字太さ� button.

Six patterns of  Chinese characters appear on
the screen.

5 Press the   keys to select the pattern
of a character to be selected.

6 Press the 引く/選ぶ� key.
The pattern you selected appears on the input
screen.

7 Press the 引く/選ぶ� key.
The Chinese characters appear on the screen.

8 Press the   keys to select a Chinese
character.

9 Press the 引く/選ぶ� key.
The information of the Chinese character
appears on the  screen.

10 To search other informations, select the
desired entry with the   keys, and
press the 引く/選ぶ� key.  For example, if you
select the ★拡大文字 , the Chinese character
will be enlarged. Or, if you select the ★ JIS
コード , the JIS code of the Chinese character
will be displayed.

前頁�
1字削除�

次頁�
文字決定�

文字サイズ�

文字太さ�

戻る�
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Mark

Using commercially available electronic

books

Six different search methods are available with this
player; each method is marked as shown below.
Usable search methods depend on the electronic
book you use.  See the instruction manual of the
electronic book you purchased.

Search method

Word search by specifying the
beginning letters of the word

Word search by specifying the final
letters of the word

Multi-search by specifying a
number of conditions

Keyword search by specifying the
keywords an entry must meet

Menu search by selecting from a
menu similar to a table of contents

Graphic search by selecting from a
series of graphic symbols

When you obtain commercial ly
available electronic books
You can use this player with electronic books
marked with  ,  ,  or , besides
the supplied electronic books.
The following marks are commonly attached to
the electronic books and the electronic book
players:

: This mark identifies electronic books and
electronic book players which conform to the
advanced specifications standardized in 1998.

: This mark is attached commonly to
electronic books and electronic book players.

 and : These marks are attached to
electronic books and electronic book players which
were released prior to the end of 1994.

How to use the keys to read the book

F1

F2

F3

F4

F5

N
りゃ�

M
ふぁ�

WORD

END

MULTI

KEY

MENU

GRAPH

Key Name

言語

前語

前頁

前画

参照

LANG

次語

次頁

次画

削除

全削

再度

設定

文献

決定

検索

Function

Press to select the language
displayed on the screen.

Press to move the cursor to the
previous entry. Same as .

Press to return to the previous
page.

Press to return to the previous
screen.  Same as 戻る� .

Press to see the reference list .

Press to select the language
displayed on the screen.

Press to move the cursor to the
next entry.  Same as .

Press to move to the  next page.

Press to move to the next
screen.

Press to delete all characters on
the line with the cursor on it.

Press to delete all inputted
characters.

Press to return to the input
screen.

Press to change the settings of
the player.

Press to return to the first screen
of the electronic book.

Press to select the entry.  Same
as 引く/選ぶ� (YES).

Press to start the search. Or
press to search by entering
ambiguous spelling*1

Press to scroll the screen
forward automatically*2.

Press to scroll the screen
backward automatically*2.
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*1 When the electronic book you purchased is
English-Japanese dictionary, if you set the スペル
チェック to あり on the setting screen, the F5 key
functions as a spelling check key.

*2 Each time you press the N
りゃ�  or  M

ふぁ�  key, the scroll
mode changes: by one line, by one page (slow),
by one page (fast), then by one line, and so on
(automatic scroll function).
To stop the automatic scroll, press the 戻る� key.
The automatic scroll does not function if the 連続
検索 on the setting screen is set to あり .

Listening to the searched information

Selecting the language
You can select the language for the messages
displayed on the screen (English, French, and so
on) if an electronic book supports display in multi-
language.  (The supplied electronic books do not
support display in multi-language.)
1 Press the F4 key to display the first screen of

the electronic book, and press the F1 key or
the F2 key.

2 To select “English” as the language of
messages, press the Q

あ　� key.

Selectable languages
Languages that can be selected differ according to
the electronic book you use.  Make sure the desired
language is available with the electronic book to be
purchased.

Key

   (YES)

   (NO)

Function

Press to play back in the forward
direction rapidly.

Press to play back in the reverse
direction rapidly.

Press to start playback.  Press to
pause during playback, and
press again to resume playback.

Press to stop playback.

Messages displayed on the screen
All messages are displayed with the language
selected.
However, the functions of the F1 to F5 keys are
displayed in Japanese when you are operating
Japanese language electronic book using Japanese;
otherwise, the messages are always in English when
you are operating  electronic books of other languages.

Listening to an audio CD
See the instruction in the Japanese text (page 67).

m

M

u

x

次頁�
文字決定�

前頁�
1字削除�

引く/選ぶ�

戻る�
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　広辞苑イラスト集　

本機同梱の電子ブック版「広辞苑　第五版」において、検索結果の画面で、各

項目の本文の最終行に「→図＊」と「→表＊」の表示があり、画面に表示できな

い図・表を50音順に収録しています。

イラスト一覧
　あ行　

アイビーリーグ .................. 88
足利（あしかが） .............. 88
アフリカ ............................. 88
アメリカ合衆国（がっしゅう
こく） ............................ 88

烏賊（いか） ..................... 89
位階（いかい） .................. 89
一眼（いちがん）レフ ....... 89
遺伝暗号（いでんあんごう） 89
インド ................................ 89
雲級（うんきゅう） ........... 90
纓（えい） ......................... 90
干支（えと） ..................... 90
江戸城（えどじょう） ....... 90
江戸幕府（えどばくふ） ... 91
海老・蝦（えび） .............. 91
襟・衿（えり） .................. 91
円錐曲線（えんすいきょくせん） .. 91
大鎧（おおよろい） ........... 91
奥の細道（おくのほそみち） ... 92
オセアニア ......................... 92
落し網（おとしあみ） ....... 92
オリンピック競技（きょうぎ）92
オリンポス ......................... 92
音名（おんめい） .............. 92

　か行　

階級（かいきゅう） ........... 93
海流（かいりゅう） ........... 93
蛙・蛤・蝦（かえる）....... 93
火山（かざん） .................. 93
花序（かじょ） .................. 93
刀（かたな） ..................... 93
楽器（がっき） .................. 93
兜・冑 （かぶと） ............. 94
鎌倉幕府（かまくらばくふ） ... 94
紙（かみ） ......................... 94
唐鞍（からくら） .............. 94

カンバス ............................. 94
牛車（ぎっしゃ） .............. 94
九卿（きゅうけい） ........... 94
九星（きゅうせい） ........... 95
強弱記号（きょうじゃくきごう） .. 95
行政（ぎょうせい） ........... 95
ギリシア文字（もじ） ....... 95
筋肉（きんにく） .............. 96
蜘蛛（くも） ..................... 96
グラス ................................ 96
鞍橋・鞍瓦（くらぼね） ... 96
結婚記念日（けっこんきねんび） .. 96
源氏香（げんじこう） ....... 97
原子炉 （げんしろ） ......... 97
工作機械（こうさくきかい） ... 97
甲州街道（こうしゅうかいどう） .. 97
酵素（こうそ） .................. 97
皇朝十二銭（こうちょうじゅ
うにせん） ..................... 98

コート ................................ 98
後漢（ごかん） .................. 98
五行（ごぎょう） .............. 98
国際収支（こくさいしゅうし） .... 98
国際単位系（こくさいたんい
けい） ............................ 98

国民の祝日（こくみんのしゅ
くじつ） ......................... 98

苔植物（こけしょくぶつ） 98
五胡十六国（ごこじゅうろっ
こく） ............................ 98

五摂家（ごせっけ） ........... 99
五代（ごだい） .................. 99
五大湖（ごだいこ） ........... 99
五代十国（ごだいじっこく） . 99
骨格・骨骼（こっかく） 99
籠手 ・小手（こて） ......... 99
碁盤（ごばん） .................. 99

　さ行　

西国三十三所（さいごくさん
じゅうさんしょ） .......... 99

細胞（さいぼう） ............ 100
錯視（さくし） ................ 100
シーアイエス（CIS） ...... 100
四国八十八箇所（しこくはち
じゅうはっかしょ） ..... 100

紫宸殿（ししんでん） ..... 100
シストランス異性（いせい） 100
十干（じっかん） ............ 101
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自動車（じどうしゃ） ..... 101
私年号（しねんごう） ..... 101
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うちゅうそ） ............... 103

十三仏（じゅうさんぶつ）103
十二宮（じゅうにきゅう）103
十二神将（じゅうにしんしょう） 103
十二門（じゅうにもん） 103
十二律（じゅうにりつ） 103
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ラ
ス
ト
集

親族（しんぞく） ............ 105
寝殿造（しんでんづくり） .. 105
震度階級（しんどかいきゅう） 106
ステッチ ........................... 106
隅田川（すみだがわ） ..... 106
生物季節線（せいぶつきせつ
せん） .......................... 106

清涼殿（せいりょうでん）106
前漢（ぜんかん） ............ 107
染色体（せんしょくたい） .. 107
宋（そう） ....................... 107
双曲面（そうきょくめん） .. 107
装丁・装釘・装幀（そうてい） 107
奏法記号（そうほうきごう） 108
相輪（そうりん） ............ 108
束帯（そくたい） ............ 108
速度標語
（そくどひょうご） ...... 108

袖（そで） ....................... 108

　た行　

大内裏（だいだいり） ..... 109
大名（だいみょう） ......... 109
平（たいら） ................... 109
内裏（だいり） ................ 110
大刀・太刀（たち） ......... 110
ダム .................................. 110
地質年代
（ちしつねんだい） ...... 110

秩父三十三所（ちちぶさん
じゅうさんしょ） ........ 110

中央（ちゅうおう）アメリカ 111
中華人民共和国（ちゅうかじ
んみんきょうわこく） 111

中国（ちゅうごく） ......... 111
蝶（ちょう） ................... 111
調号（ちょうごう） ......... 111
朝鮮（ちょうせん） ......... 112
鳥類（ちょうるい） ......... 112
天気記号（てんききごう）112
電磁波（でんじは） ......... 112
天皇（てんのう） ............ 112
唐（とう） ....................... 113
東海道五十三次（とうかいど
うごじゅうさんつぎ） 113

東南（とうなん）アジア 113

動物地理区（どうぶつちりく）113
時（とき） ....................... 113
徳川（とくがわ） ............ 113
土俵場（どひょうば） ..... 113

　な行　

内臓（ないぞう） ............ 114
中山道・中仙道（なかせんどう） 114
南極（なんきょく） ......... 114
南部暦（なんぶごよみ） 114
南北朝時代（なんぼくちょう
じだい） ....................... 114

西（にし）アジア ............ 114
二十四史（にじゅうしし）115
二十四節気（にじゅうしせっき） 115
日光街道（にっこうかいどう） 115
ニューヨーク ................... 115
脳（のう） ....................... 115
能楽（のうがく） ............ 115
能舞台（のうぶたい） ..... 116
能面（のうめん） ............ 116
鋸（のこぎり） ................ 116

　は行　

歯（は） ........................... 116
歯車（はぐるま） ............ 116
発酵・醗酵（はっこう） 116
発光生物（はっこうせいぶつ） 117
発想標語（はっそうひょうご） 117
花・華（はな） ................ 117
パラフィン ....................... 117
パリ .................................. 117
ハロゲン ........................... 117
藩学（はんがく） ............ 117
パンゲア ........................... 118
坂東三十三所（ばんどうさん
じゅうさんしょ） ........ 118

火縄銃（ひなわじゅう） 118
皮膚（ひふ） ................... 118
病原体（びょうげんたい） .. 118
舞曲（ぶきょく） ............ 118
藤原（ふじわら） ............ 119
仏像（ぶつぞう） ............ 119
フロン .............................. 119
分国法（ぶんこくほう） 119
ヘルツシュプルング-ラッセル
図（ず） ....................... 119

変成帯（へんせいたい） 120
変体仮名（へんたいがな） .. 120
方位（ほうい） ................ 120
北条（ほうじょう） ......... 120
庖丁・包丁（ほうちょう） .. 120
ボクシング ....................... 120
梵字（ぼんじ） ................ 120

　ま行　

曼荼羅・曼陀羅（まんだら）121
南（みなみ）アジア ......... 121
南（みなみ）アメリカ ..... 121
源（みなもと） ................ 121
耳（みみ） ....................... 122
明（みん） ....................... 122
室町幕府（むろまちばくふ）122
命数法（めいすうほう） 122
メルカトル図法（ずほう） .. 122
モンゴル帝国（ていこく） .. 122
紋所（もんどころ） ......... 123

　や行　

矢・箭（や） ................... 123
ヤードポンド法（ほう） ..... 123
大和鞍・倭鞍（やまとぐら） 123
弓（ゆみ） ....................... 124
養老律令（ようろうりつりょう） ....... 124
ヨーロッパ ....................... 124

　ら行　

六国史（りっこくし） ..... 125
律令制（りつりょうせい） .. 125
令外官（りょうげのかん） .. 125
暦法（れきほう） ............ 125
ローマ .............................. 125
ローマ字（じ） ................ 125
ローマ数字（すうじ） ..... 125
ロシア文字（もじ） ......... 126
ロンドン ........................... 126

　わ行　

渡り鳥（わたりどり） ..... 126
和服（わふく） ................ 126
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足利

アフリカ アメリカ合衆国

アイビーリーグあ行
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

あ
行

一眼レフ

遺伝暗号

インド

烏賊 位階

三



90

雲級 纓

干支

江戸城

江戸城門

奈

石 谷

赤坂
谷

常
馬

治 呉服橋

国
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

あ
行

江戸幕府

海老・蝦襟・衿

円錐曲線

大鎧

田

頭

二

二
一

三

草 引
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奥の細道 オセアニア

落し網

オリンピック競技

オリンポス 音名

奥の細道（芭蕉・曾良足跡）

名

日 高田

生石

二

立
大
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

あ
行

階級 海流

蛙・蛤・蝦
火山

花序 刀

楽器

か行

日本近海の海流

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

あ
行
／
か
行

属
属

房

溶岩台地

子
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兜・冑 鎌倉幕府

紙

唐鞍

カンバス 牛車

九卿

三

奉常

冢宰
司徒

司



95

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

か
行

九星

強弱記号

行政

ギリシア文字

三
四

六 金

土

中
央

中
小
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筋肉

蜘蛛 グラス

鞍橋・鞍瓦
結婚記念日

上

居
木

手
形
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

か
行

源氏香

原子炉

工作機械

甲州街道

酵素

ブローチ盤

蒸気タービン
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皇朝十二銭 コート

後漢

五行

国際収支

国際単位系

国民の祝日 苔植物

五胡十六国

日
日
日

五

五

干 二

白
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

か
行

籠手 ・小手

碁盤

西国三十三所

五摂家 五代

五大湖 五代十国

骨格・骨骼

さ行

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

か
行
／
さ
行

後唐

三三

石

音

寺

音

宝厳

目外し 高目

天 元

石山寺

二

西国三十三所
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細胞 錯視

シーアイエス（CIS） 四国八十八箇所

紫宸殿

シストランス異性

細胞の構造

CIS加盟国

紫宸殿（京都御所）

下

左

分

左
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

さ
行

自動車

私年号

縞織物
尺貫法

執権

四等官

十干

三味線

己

主政

至大

主帳

宝寿



102

周
期
表 周

字
原
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

さ
行

十三経注疏 十三仏

十二宮 十二神将

十二門 十二律

普

巳

申

十

大

呂

十

一

四
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十八壇林 須弥山

植物区系 植物帯

植物ホルモン 諸子百家

晋

須弥山図

牛

山

山

亜高

武帝 恵帝



105

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

さ
行

清

神経系 親族

寝殿造

仁

宗宗

王王



106

震度階級

ステッチ 隅田川

生物季節線 清涼殿

隅田川に架かる主な橋

屋内の状況

重

自

屋

屋
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

さ
行

前漢

染色体

宋

双曲面 装丁・装釘・装幀

平

帝

太 仁
宗 宗

帝
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奏法記号

相輪 束帯

速度標語 袖

十

息
音 音
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

た
行

大内裏

大名

平

た行
広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

さ
行
／
た
行

田

南
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内裏

大刀・太刀 ダム

地質年代 秩父三十三所

四

三

三

秩父三十三所
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

た
行

中央アメリカ

中華人民共和国

中国

蝶 調号

中央アメリカ・西インド諸島

中華人民共和国行政区分

高祖(劉邦)

元



112

朝鮮

鳥類

天気記号

電磁波

天皇

朝鮮行政区分

白

上
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

た
行

唐

東海道五十三次

東南アジア
動物地理区

時

徳川

土俵場

宗宗
宗 宗 宗
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南北朝時代 西アジア

南極 南部暦

内臓

中山道・中仙道

な行

田 田

手 手

宮越

高宮

斉

北 東 北斉
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

な
行

二十四史

日光街道

ニューヨーク 脳

能楽

二十四節気
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能舞台

能面

鋸

歯 歯車

発酵・醗酵

は行

歯（臼歯）
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藩学

パリ

ハロゲン

発光生物 発想標語

花・華

パラフィン

花の構造

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

な
行
／
は
行
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パンゲア 坂東三十三所

皮膚
火縄銃

病原体

舞曲

ヒトの皮膚

谷

谷



119

フロン

分国法

仏像

ヘルツシュプルング-
ラッセル図

藤原

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

は
行
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庖丁・包丁 ボクシング

北条

変成帯 変体仮名

方位

梵字

日本の変成帯
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曼荼羅・曼陀羅

南アジア 南アメリカ

源

ま行

両界曼荼羅

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

は
行
／
ま
行
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耳 明

室町幕府 命数法

メルカトル図法

モンゴル帝国

耳の構造

日

日

千

正
那由他

三

骨
骨

耳

中耳



123

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

ま
行
／
や
行

矢・箭 ヤードポンド法

大和鞍・倭鞍

紋所

や行

ヤード
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ヨーロッパ

弓 養老律令
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広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

や
行
／
ら
行

ローマ数字
ローマ字

令外官

暦法

ローマ

律令制

六国史

ら行
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渡り鳥

ロンドン

和服

ロシア文字

わ行



127

広
辞
苑
イ
ラ
ス
ト
集

や
行
／
ら
行
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