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全角 6文字 × 2行(16ドット)

半角12文字 × 2行(16ドット)

リチウム電池CR2032 × 1個

5mW

1300時間 (日韓英辞典の画面で連続表示)

1100時間 (５秒間10文字以内の入力と      の入力

　　　　　を繰り返し、55秒間待つ場合)

＊使用状態(環境)によって電池寿命が変わることがあります。

7分

0 C゚~40 C゚

幅119×奥行83.7×高さ14ｍｍ (最厚部閉時)

縦20×横57ｍｍ

84ｇ（電池含む)

使用説明書

安全にお使いいただくために

液晶画面

液晶画面はガラスでできていますので、

強く押したり強い衝撃を与えないでく

ださい。ガラスが割れてけがをするこ

とがあります。カバンなどに入れて持

ち運ぶ際に混み合った電車内や場所で

は圧力が強くかかり、画面が割れる場

合がありますのでご注意ください。

万一、故障や修理、電池交換による

データの変化や消失により生じた損害、

あるいは、本機使用により生じた逸失

利益、または第三者からのいかなる請

求についても、当社では一切その責任

を負えませんので、あらかじめご了承

ください。

本機を絶対に分解しないでください。

万一、故障したと考えられる場合は、

「保証規定」に記載されていますように、

本機お買い上げの販売店、またはパーソ

ナル機器修理受付センターまで保証書

をご用意の上、お問い合わせください。

初めてお使いになる前に、本体裏面電池ぶたの絶縁テープ(電池消耗
防止用)を取り、リセットスイッチを先端の細いもので押してリセット操作
を行ってください（先の折れやすいものや鋭利なものは使用しないでく
ださい）。

テレビやラジオの近くで使用すると、映像
が乱れたりすることがあります。テレビや
ラジオから離して使用してください。

使用説明書
wordtank IDP-610K

2010年1月1日現在

①入/切キー

　電源の入/切を行います。

②日本語キー

　日韓英辞典の日本語検索モードに移るときに使用します。

　また日本語キーを２回押すとコラムモードに移ります。

③韓国語キー

　日韓英辞典の韓国語検索モードに移るときに使用します。

④英語キー

　日韓英辞典の英語検索モードに移るときに使用します。

⑤電卓キー

　電卓モードに移るときに使用します。

⑥前見出し/次見出しキー

　・見出し語画面で前後の見出し語を表示するときに使用します。

　・前見出しキーで１つ前の見出し語、次見出しキーで次の見出し語

　　を表示します。

⑦カーソルキー

　・検索項目の選択に使用します。

　・画面に見出し語の意味や訳が全て表示できない場合に、画面

      を送ります。

　・文字入力画面で　　 を押すと、１つ前の文字を削除します。

⑧戻るキー

　ひとつ前の動作に戻るときに使用します。

⑨訳キー

　各機能を実行するときに使用します。

⑩リセットスイッチ

　キーを押しても動作しないときなどに、初期設定に戻します。

⑪文字/数字入力キー

　文字、数字、英字を入力します。
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株式会社　三省堂　　　TEL (03) 3230-9416

→ →CR 20323V

CR 20323V

使用済みの電池は、＋極とー極をテープで絶縁してから、地方自
治体の条例、規則に従って廃棄してください。くわしくは各地方
自治体にお問い合わせください。

画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確
に表示できないものがあります。

それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきましては、弊社
ではその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本体の電池が消耗してきた場合、「Low Battery」と表示されますので、

すみやかに電池を交換してください。「Shutdown」と表示されると、

まもなく自動的に電源が切れます。

本機はリチウム電池 CR2032 を１個使用しています。交換の際も

これと同じものをお求めください。

1. 電池ぶたの止めネジを外し、電池ぶたを取り外します。

2. 古い電池を取り出し、新しい電池を+側を上にして入れます。

3. 電池ぶたを元に戻し、電池ぶたの止めネジを止めます。

電池交換後は、リセット操作を行ってください。

〒１０８－８０１１ 東京都港区港南2-16-6　 お問い合わせ先 050-555-90025



日韓英辞典機能 コラム機能

日本語(読み)、韓国語(ハングル)、英語(英単語)を
同時に検索します

分野別コラムで関連する単語を３ヶ国語同時に表示します

日本語【例：屋台】

韓国語【例：차（車）】

１．　　 を押して日本語検索モードを

　  表示します。

２．文字入力キーを使って単語の読み

    を入力します。

    ここでは「やたい」と入力します。

３．　を押します。

４．日本語、韓国語・英語訳が表示され

    ます。画面に訳語が全文表示でき

    ない場合は、画面右端に   が表示

    されます。     で画面を送り続きを

    表示します。

５．          で他の見出し語を表示

    します。

      ●     見出し語は、50音順に収録されています。        で前後の見出し語

    を表示します。
      ●     濁音、半濁音は清音の後に収録されています。

１．　　 を押して韓国語検索モードを

　  表示します。

２．文字入力キーを使ってハングルを入力

    します。

    ここでは「　」と入力します。

３．　を押します。

４．韓国語、日本語・英語訳が表示され

    ます。画面に訳語が全文表示でき

    ない場合は、画面右端に   が表示

    されます。     で画面を送り続きを

    表示します。

      ●　韓国語検索モードでは、ハングル入力に自動的に切り替わります。

      ●　文字入力キーの右上に印刷されているハングルを入力するには、

           を押してから該当キーを押してください。

 （        を押すと、画面右上に シフト と表示されます。）

   例  띠（帯）

                ●　1つのハングルのすべての子音・母音を入力したあと、      を押し確定

　 すると次のハングルが入力できます。また入力した子音・母音の組み合

　 わせに該当するハングルがない場合は、カーソルが自動的に移動し

　 次のハングルの入力となります。

                ●　入力した語句が見出し語にない場合は、入力された語句に一番近い     

    見出し語が表示されます。           で目的の語句を検索します。

       ●　見出し語画面を表示した状態で他の語句の読みを入力すると、

　 文字入力画面に移行し、続けて他の語句を検索できます。

       ●　見出し語画面表示後　　を1回押すと1つ前の画面に戻ります。

        を2回又は　　　　 　　  を1回押すと文字入力画面に

    戻ります。

       ●　誤って入力した場合　　  で1つ前に入力した文字を削除します。

        で入力した文字を全て削除します。

文字入力について  (画面表示とポイント)

１．　　 を２回押してコラム検索モードを

    表示します。

２．知りたい語句に関連した分野を

    選択し　　で決定します（ここで

　 は知りたい語句を調べるためさら

    に     を押します）。

３．１つの単語について日本語、韓国語・

    英語訳が表示されます。画面に訳語

    が全文表示できない場合は　　で

    画面を送り続きを表示します。

４．他の単語は　　    で検索します。

英語【例：hotel】

１．　　 を押して英語検索モードを

　  表示します。

２．文字入力キーを使って英単語を

     入力します。

    ここでは「hotel」と入力します。

３．　を押します。

４．英語、日本語・韓国語訳が表示され

    ます。画面に訳語が全文表示でき

    ない場合は、画面右端に   が表示

    されます。     で画面を送り続きを

    表示します。
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表示例 (やたい)

やたい【屋台】

               [ﾎﾟｼﾞｬﾝﾏﾁｬ]

stall [ストール] 

⇨ ⇨

hotel [ホウテル] 

ホテル

画面表示の説明
説明 (日本語   、韓国語   、英語   の順に表示)

ひらがな【漢字表記】＊

ハングル（韓国語）[カタカナ発音]

英語 [カタカナ発音、太字はアクセント]

•  ＊は日本語と韓国語に共通する漢字表記を表しています。

•  本使用説明書の画面表示の書体は、実機のものと異なります。あらかじめご了承ください。

140　35　22　
2　2　 3
9　5　3　2　7　

2　3
1　2
5　3　
6　3　

3
2　

1200　12
200　20

1234567890　100
　
6   0　

電卓機能 
　      を押して画面に「0.」を表示させた後、　 （ 入力訂正/クリア

キー）を押してから計算を始めてください。

140-35+22=127
(誤)2×2 → (正)2×3=6
9÷5×3.2+7=12.76

2+3=5
1-2=-1
5×3=15
6÷3=2

3
3
=27

1/2=0.5

1200×12%=144
200+(200×20%)=240

1234567890×100
   =123456789000
6÷0=0

(             127.)
(             　6.)
(           12.76)

(             　5.)
(               -1.)
(              15.)
(              2.)

(               27.)
(               0.5)

(               144.)
(               240.)

(12.34567890E)
( 12.34567890)
(               0.E)
(               0.)

計算例 キーボード操作 結果表示 1234567890.

オーバーフロー

オーバーフロー

やたい【屋台】
포장마자 [ポジ

やたらに【矢鱈に】
함부로[ハムブロ

포장마차


