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安全上のご注意.
ここには、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害、本機の故障を未然に防止するための注意
事項を記載していますので、必ずお守りください。
１.  本体取扱い上のご注意

• .万一、異常な匂いがしたり、発熱・発煙した場合はただちに電源を切り、当社までご相談ください。火災
や故障の恐れがあります。

• .本機は精密機械ですので強い衝撃を与えたり重いものを乗せたりしないでください。

• .本機を濡らしたり、湿度の高いところで使用・保管したりしないでください。

• .本機をベンジン等の溶剤や水等で濡れた布で拭かないでください。

• .直射日光の強いところや高温下で使用・保管しないでください。

• .本機を分解したり、修理したりしないでください。保証範囲外になります。

• .子供の手の届かないところで使用・保管してください。けがや事故の原因になります。

• .電子機器の使用が制限されている場所で使用しないでください。

• .自動車、自転車などの運転中に使用しないでください。

• .このユーザーガイドをお手元に大切に保管して注意事項をお守りください。

２.  充電池取扱い上のご注意
.内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですの
でご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。

• .指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。

• .ショート（短絡）させたり分解しないでください。液漏れ・発熱・破裂等の原因になります。

• .熱を加えたり、火の中に入れたりしないでください。液漏れ・発熱・破裂等の原因になります。

• .水などに濡らさないでください。液漏れ・発熱・破裂等の原因になります。

• .万一、液漏れを起こして目や口などに入った場合や皮膚や衣服等に付着した場合は、きれいに水で洗い流
して、すぐに医師の治療を受けてください。

• .電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

• .風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電器を抜き差ししないでください。感電・
故障・傷害の原因となります。

はじめにお読みください
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本ユーザーガイドについて

赤字の枠は注意書きです。必ずお読みください。

動作やアクションなどの補助説明をしています。

•.学習のためのアドバイスをしています。

ガイド内のマークについて

データ通信が必要な機能

データ通信が不要な機能

Langie にはデータ通信が必要な（オンライン接続）機能とデータ通信
が不要（オフライン接続）な機能があります。

Wi-Fi によるネットワーク接続

SIM カードによるネットワーク接続

Wi-Fi によるネットワーク接続

SIM カードによるネットワーク接続

3G

3G

本体画面表示

データ通信が必要な機能は左のマークが付いています。

データ通信が不要な機能は左のマークが付いています。

本体画面表示

»» 11»ページ»
「画面操作」

»» 13»ページ»
「インターネットとの接続方法」

»» 13»ページ»
「Wi-Fi への接続」

»» 15»ページ»
「データ通信接続の種類」

一時的なデータ通信が必要
一部の機能では一時的な通信が行われます。.
左のマークが付いています。
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付属品と本体仕様

付属品

M
I
C

日本語

英語

3G
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M
I
C

日本語

英語

3G

各部の名称

正面スピーカー

正面マイク

ディスプレイ

正面 LED ライト

正面マイクボタン

音量ボタン

イヤホン端子

USB 端子

正面左側面

底面

»» 11»ページ»
「画面操作」

»» 11»ページ»
「画面操作」

»» 25»ページ»
「オンライン音声翻訳」

»» 31»ページ»
「オフライン音声翻訳」
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M
I
C

背面スピーカー

背面マイク

背面 LED ライト

背面マイクボタン

電源ボタン

SIM / MicroSD CARD

右側面 背面

イヤホン端子

USB 端子

»» 13»ページ»
「インターネットとの接続方法」

»» 64»ページ»
「ワイド FMラジオ」

»» 4»ページ»
「付属品」

»» 55»ページ»
「パソコンに接続して保存する」

»» 10»ページ»
「充電器の接続」

»» 9»ページ»
「電源のON/OFF」
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言語一覧

発音しません

オフラインでも可能な翻訳言語

»» 25»ページ»
「オンライン音声翻訳」

»» 31»ページ»
「オフライン音声翻訳」

単語 200

フレーズ 160

»» 47»ページ»
「単語学習Word»200」

»» 48»ページ»
「日常会話»Phrase»160」

アイスランド

アフリカーンス

アラビア

イタリア

インドネシア

ウクライナ

ウルドゥー

オランダ

カンボジア

ギリシャ

クロアチア

シンハラ

ジャワ

スウェーデン

スペイン

スロバキア

スロベニア

スワヒリ

スンダ

セルビア

タイ

タミル

チェコ

テルグ

デンマーク

トルコ

ドイツ

ネパール

ノルウェー

ハンガリー

ヒンディー

フィリピン

フィンランド

フランス

ブルガリア

ヘブライ

ベトナム

ベンガル

ペルシア

ポルトガル

ポーランド

マラヤ―ラム

マレー

ラオス

ラトビア

リトアニア

ルーマニア

ロシア

広東語

韓国語

日本語

英語

中国語（繁）

中国語（簡）

•. 単語２００とフレーズ
１６０の中国語は簡体文字
を使用しています。

オンラインでもオフラインで
も利用できる言語です。
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1. 基本操作と設定
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電源の ON/OFF

本体右側面の電源ボタンを、画面に ”Langie" のロゴが表示するまで長
押しする。
Langie のロゴが数秒間表示されたのち起動画面が表示されます。

画面に電源 OFF（シャットダウン）の選択画面が表示されるまで、電
源ボタンを長押し「シャットダウン」をタッチします。

電源を入れる

電源を切る

右側面

電源ボタン

起動画面はオンライン翻
訳です。
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充電

本体底面の USB 端子に USB ケー
ブルを差込み、USB 充電器と接
続して充電します。

電池残量の確認

充電器の接続

USB ケーブル差込み時に端子
の形状に注意して正しい方向
に差込むこと。

• .内蔵電池が完全になくなった状
態になると、Langie を充電中で
もすぐには電源スイッチが入り
ません。その時は、数分間充電
した後に電源スイッチを入れて
ください。

• .電池残量が少なくなると、画面
に「Low.Battery」のメッセージ
が表示されます。充電をしなが
ら、ご使用下さい。

• .使用しない時は、電源スイッチ
を押して OFF にして下さい。電
池消耗を抑え長く使用すること
が出来ます。

ステータス画面で電池残量（％）
を確認することができます。

Langie 本体へ 充電器へ 充電器

本体底面

市販の USB 充電器を利用す
る場合は必ずご確認くださ
い。.
入力：100V.-.240VAC..
出力：5V.DC.1500mA

故障の原因となる場合がご
ざいます。
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画面操作

M
I
C

日本語

英語

3G

液晶画面はタッチパネル式です。.
画面を動かして操作します。

指先またはタッチペンで.液晶画面を.左右・
上下にスライドさせて操作します。

本体正面のマイクボタンによる画面操作
-1 回押すと１つ前の画面に戻ります。.

- 画面の遷移分ボタンを押すとオンライン翻訳画面に戻ります。

機能に合わせた次の 15 の
画面で構成されています。
起動画面は オンライン
翻訳の画面になります。

ステータス画面

翻訳

Wi-Fi

画面言語

画面を右から左へスライドさせる。 ～ .
画面を左から右へスライドさせる。
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1. 基本操作と設定

オンライン翻訳の履歴・
お気に入り登録できます。

基本単語・基本フレーズを
学習することができます。

29 の辞書を「音声入力」
と「キーボード入力」で
検索することができます。

テキスト文を３３言語を
発音させリスニング練習
ができます。

音声で場所・建造物・人
物等を検索することがで
きます。

他のユーザーと Langie を
通じてコミュニケーショ
ンをすることができます。

画像・ワイド FM ラジオ、
動画・音楽プレイヤーと
して使うことができます。

大きな声で伝えたい、録
音をしたい、もしもの時
に使うことができます。

.語学クラブについ
ては試験運用中のベー

タ版です。

現在時刻表示・アラームを
利用することができます。

通話可能 SIM カードを利用
すればいざというとき電話
を使うことができます。

データ SIM カードを利用すれ
ば、Wi-Fi のアクセスポイン
トにすることができます。

. .は SIM カード
が必要です。
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1. 基本操作と設定インターネットとの接続方法

Wi-Fi への接続
Wi-Fi に接続している場合
はステータス画面で青く
表示され、接続先の名前
アクセスポイント（SSID)

（SSID）の一部が表示され
ます。

「設定」画面に移動し Wi-Fi をタッ
チする。

»» 11»ページ»
「画面操作」

Wi-Fi をタッチする。
Wi-Fi が OFF になっていたら.OFF
をタッチして.ON.にする。接続さ
せるアクセスポイント（SSID) を
タッチして選択する。
電波の強度が高い順に上から表
示されます。

Wi-Fi アクセスポイント

»» 11»ページ»
「画面操作」

翻訳

Wi-Fi

画面言語

SIM カ ー ド に よ る 通 信.
（３G）と Wi-Fi を同時に利
用できる環境では、Wi-Fi
接続が優先されます。

SIM カードで接続している
場合は、白く表示されま
す。
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選 択 し た ア ク セ ス ポ イ ン ト
（SSID) のウィンドが表示され、
[password] をタッチすると画面
にキーボードが表示されます。

パスワードを入力し終えたら.
「OK」キーを押す。

• 数字キーへの切替は「123」の
キーで行います。.
.

• .数字キーからアルファベット
キーへの切替は「…」-「.abc」
の順にキーを押して行います。.
.

• 大文字小文字の切替は.「↑」の
キーで行います。.
.

• 文字を間違えた時は.「del」キー
を押して消します。.
.

パスワードが正しいか確認し、
「接続」.を押す。

「保存済み」や「認証に問題あり」
と表示されている場合は、アクセ
スポイント（SSID) をタッチする。
画面に表示された「切断」をタッ
チする。一度入れたパスワードを
解除します。
再度、アクセスポイント（SSID)
をタッチしてパスワードを入れ
直します。

「保存済み」や「認証に問
題あり」と表示された場合
はパスワードが正しく入力
されていない事が多いので.
再度パスワードを入力し直
します。

アクセスポイント（SSID) の下に
「接続済み」と表示されます。

キーボード入力
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1. 基本操作と設定

データ通信接続の種類

1. 無線ルーター.
自宅や事務所、店舗などで Wi-Fi 環境が整っていない場合は家
電量販店等で無線ルーターを購入し設置して下さい。

2. モバイルルーター.
外出先でもインターネット接続できるモバイルデータ通信機器
です。別途携帯電話事業者と契約する必要があります。

3. スマートフォンのテザリング.
テザリングまたはインターネット共有機能でスマートフォンの
モバイルデータ通信を利用してネットワークに接続することが
できます。

4. nano SIM カード.
翻訳機本体に nano.SIM カードを挿入して使用することができま
す。別途家電量販店、取扱店舗またはオンラインで購入するこ
とができます。.

テザリングの利用にはオプ
ション料金がかかる場合が
ございます。ご契約の携帯
電話事業者に必ずご確認く
ださい。

インターネット接続ができ
る環境の場合は、契約して
いるプロバイダやインター
ネット回線の提供元へご相
談してみてください。

正しいサイズの SIM カード
を使用してください。

SIM/MicroSD カードの使用

データ通信（インターネット）との接続方法

本体を背面にします。
本体右側面のカードスロットの
穴に付属のカードスロット取り
出し用ピンを押し込むと少し飛
び出しますのでスロットを引き
出します。

大きな枠が MicroSD カー
ド用で、小さい枠が nano.
SIM カード用です。

カードをセットしたら、ス
ロットを本体内部に戻しま
す。

»» 4»ページ»
「付属品」

SIM カードサイズ：
nanoSIM
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APN( アクセスポイント ) 設定

設定の画面を下から上にスライ
ドさせて.「電話の設定」をタッチ
する。

「電話の設定」画面の下部の表示
されている.[APN] をタッチしま
す。

SIM カードの説明書に従って
必要項目を入力します。

最後に.[OK].を押します。

正しいサイズの SIM カード
を使用してください。

画面は.[APN.Setting] の画面に切
り替わります。画面の下部の[New.
APN] をタッチします。

1. 名前
2. APN.Name.
3. Proxy
4. Port
5. User.Name
6. Password
7. Server
8. MMSC
9. mmsproxy

10. mmsport
11. Auth.Type
12. Apn.Type

設定項目

任意の名前

認証方法

ユーザー名
パスワード

APN

• 数字キーへの切替は「123」の
キーで行います。

• .数字キーからアルファベット
キーへの切替は「…」-「.abc」
の順にキーを押して行います。

• 大文字小文字の切替は.「↑」の
キーで行います。

• 文字を間違えた時は.「del」キー
を押して消します。.

»» 14»ページ»
「キーボード入力」
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1. 基本操作と設定各種設定

1. 翻訳（翻訳言語の設定）

母言語（から）と翻訳言語（へ）を５３言語からタッチして設定します。
５３言語の言語リストは画面を上下にスライドさせます。

左図は日本語から英語翻訳
の設定をしています。

2. Wi-Fi
»» 13»ページ»

「Wi-Fi への接続」

»» 25»ページ»
「翻訳する言語の設定」

5. 履歴

6. 発音スピード

7. スクリーン

8. スリープ

9. バックアップ

10. 転送

11. 機内モード

12. タイムゾーン

13. アラーム

14. モバイルデータ

15. 電話の設定

16. Langie.SIM

17. Langie

1. 翻訳

2. Wi-Fi

3. 画面言語

4. ホットスポット

オンライン翻訳の画面から
でも設定できます。

翻訳

Wi-Fi

画面言語

Wi-Fi への接続を参照してください。

設定項目
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3. 画面言語
画面言語をタッチすると、画面に
表示される全てをどの言語で表
示させるかを選択します。
40 言語リストを上下にスライド
させて言語を選択します。

ホットスポットは SIM カー
ドでインターネット接続し
ている場合、インターネッ
ト回線を共有することがで
きます。

»» 13»ページ»
「Wi-Fi への接続」

4. ホットスポット

SIM カ ー ド を 利 用 し て ネ ッ ト
ワークに接続している環境時に、
Wi-Fi のアクセスポイントとして
設定することができます。

ON にします。
接続する端末で左記の情報に接
続し表示されているパスワード
を入力します。
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1. 基本操作と設定各種設定
5. 履歴

オンライン音声翻訳のみ履歴が
残ります。.ON にした状態で「入
力」をタッチすると新しい順に履
歴が表示されます。
画面を左右にスライドさせて履
歴を検索します。

画面の明るさを設定します。
7. スクリーン

6. 発音スピード
発音スピードの設定が変更でき
ます。

スローに調整可能な機能.
• オンライン翻訳

• オフライン翻訳

• グループ通訳

• 辞書

• リスニング

»» 29»ページ»
「履歴」
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9. バックアップ
履歴とお気に入りのデータを
MicroSD カードへコピーします。

MicroSDカードに記録された　テ
キストファイルを本体の「履歴」
や「お気に入り」に転送コピーし
ます。

10. 転送

MicroSD カ ー ド を 本 体 横 の
カードスロットにセットする
こと。

•. 専門用語などの翻訳をテ
キストで作成し、ラン
ジー本体に転送し、コ
ミュニケーションの補助
として活用できます。

»» 41»ページ»
「お気に入りへの転送機能」

8. スリープ
画面操作をしないと画面のバッ
クライトが消えます。その消灯ま
での時間を１．２．５分間の中か
らタッチして設定します。

»» 15»ページ»
「SIM/MicroSD カードの使用」
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1. 基本操作と設定各種設定

12. タイムゾーン
世界標準時から現在地のタイム
ゾーンを設定します。
一度 OFF にして設定した後に ON
にします。

アラームの設定時刻と ON/FF を
設定します。

13. アラーム

11. 機内モード
通信を停止の ON/OFF の設定を
する。

画面は OFF の状態です。

日本の標準時は +.09:00

インターネット接続した
際に選択したタイムゾー
ンで自動的に時刻が設定
されます。

»» 69»ページ»
「時計・アラーム」
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14. モバイルデータ使用量

SIM カードを利用して通信す
る場合にモバイル通信の利用
制限をすることができます。

15. 電話の設定

»» 15»ページ»
「SIM/MicroSD カードの使用」

必要に応じてモバイル通信
を使用することを推奨しま
す。

»» 13»ページ»
「インターネットとの接続方法」

1. 音声翻訳
2. 画像検索
3. グループ通訳
4. 語学クラブ

通話機能付き SIM カードを利用
の場合に電話の着信音を設定し
ます。

»» 15»ページ»
「SIM/MicroSD カードの使用」

»» 16»ページ»
「APN( アクセスポイント ) 設定」

APN（アクセスポイント）の設定
は APN をタッチしてください。

SIM カ ー ド に よ る 通 信.
（３G）と Wi-Fi を同時に利
用できる環境では、Wi-Fi
接続が優先されます。

着信音は をタッチしリストか
ら選択してください。
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1. 基本操作と設定

本体のバージョン等の情報を表
示します。

17. Langie

日本版では対応していません。

16. Langie SIM

アップデート
Langie のソフトウェアは適時更
新を行います。.
左記の画面が表示された場合は

「更新」をタッチしてアップデー
トしてください。

データ通信が可能な環
境で画面が表示されま
す。
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2. 翻訳する
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2. 翻訳する

翻訳する言語の設定
画面にタッチするとそれぞれの
言語設定をすることができます。

言語リストを指で上下にスライ
ドさせて.言語を選択します。
母言語を選択すると画面は.翻訳
する言語の選択画面に切替りま
す。

»» 17»ページ»
「1.»翻訳（翻訳言語の設定）」

言語はアイウエオ順で先ず
カタカナ⇒漢字の順になっ
ています。

日本語は英語・中国語等と
リストの最後の下方に表示
されます。

どちらの言語リストも直近
で設定していた２言語が言
語リストの上部に表示され
ます。

同様に言語リストをスライドさ
せて.翻訳言語（～へ）を選択し
ます。
言語を選択すると画面は.オンラ
イン音声翻訳の画面に戻ります。

直近で設定された 3 つの言
語がリスト上部に表示され
ます。

設定画面からも変更するこ
とができます。

オンライン音声翻訳 .データ通信が必要

»» 7»ページ»
「言語一覧」
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オンライン翻訳の開始

正面マイクボタンを押したまま
にします。

話終えたらボタンから指を離し
ます。
画面には.翻訳中と表示されます。

左記の画面が表示されます。
本体から「ピコッ」とビープ音が
します。
ビープ音を聞いたらゆっくりと
話します。

正面マイクボタンは押した
ままです。

話している最中に翻訳中と
表示された場合は、もう一
度正面マイクボタンを押し
て話してください。

Wi-Fi または SIM カードで
ネットワークに接続してい
るかご確認ください。

同時に接続できる環境では
Wi-Fi での接続が優先され
ます。

画面に翻訳された文章が表示さ
れると同時に、翻訳文が発音され
ます。
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2. 翻訳するオンライン音声翻訳
もう一度発音を聞きたい時は画
面を軽くタッチします。

相手からの返事は.本体の背面マ
イクボタンを使います。
背面マイクボタンを押したまま
にします。

左記の画面が表示されます。
本体から「ピコッ」とビープ音が
します。
ビープ音を聞いたらゆっくりと
話してもらいます。

話終えたらボタンから指を離し
ます。

画面に翻訳された文章が表示さ
れると同時に、翻訳文が発音され
ます。

もう一度発音を聞きたい時は画
面を軽くタッチします。

•. 自分の発音が正しいかの
確認としても利用できま
す。

•. Langie が正しく発音を認
識すれば自分の発音が正
しいことになります。

•. 翻訳された文章を発音し
て試してみましょう。

»» 56»ページ»
「音声翻訳を使って発音練習」

.データ通信が必要
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お気に入り

翻訳文が表示された画面で画面を右（または左）からスライドします。
保存する場合は保存をタッチしてください。

»» 11»ページ»
「画面操作」

オンライン音声翻訳の結果
だけ登録可能です。

画面を右から左へスライドさせ
て.「お気に入り・履歴」.の画面に
移動します。

「お気に入り」をタッチすると.「お
気に入り」に登録した翻訳文が閲
覧できます。

登録した翻訳文が表示された画
面をタッチすると発音します。
画面をスライドさせて前の登録
文を表示させることができます。

登録した結果は、データ通
信不要です。

お気に入り・履歴に登録で
きるのは最大 20,000 件で
す。

»» 41»ページ»
「お気に入りへの転送機能」

.データ通信不要

オンライン音声翻訳では
データ通信が必要です。
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2. 翻訳する履歴

»» 19»ページ»
「5.»履歴」

画面を右から左へスライドさせ
て.「お気に入り・履歴」.の画面に
移動します。

「履歴」をタッチして「履歴」の
トップ画面を表示させます。
初期設定は ON.になっています。

オンライン音声翻訳のみ履歴が
残ります。.ON にした状態で「入
力」をタッチすると新しい順に履
歴が表示されます。
ON.をタッチすると OFF.に切り替
わります。OFF.にしていると履
歴は保存されません。
ON.で「入力」をタッチすると「履
歴」の閲覧ができます。

画面を左右にスライドさせて履
歴を表示します。
履歴の翻訳文が表示された画面
をタッチすると発音します。

»» 11»ページ»
「画面操作」

新しくオンライン翻訳した
順に表示されます。

.データ通信不要

お気に入り・履歴に登録で
きるのは最大 20,000 件で
す。
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お気に入りと履歴のデータ消去

表示された.翻訳文画像の.下部に
ある黄色の部分をタッチします。

記録削除は表示されていた
翻訳文のみが消去されま
す。

画面に.「全記録消去？」「記録削
除？」「キャンセル」と表示され
ます。
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2. 翻訳するオフライン音声翻訳

»» 11»ページ»
「画面操作」

上部に表示された言語（母言語）
をタッチすると画面にオフライ
ン音声翻訳の１３言語の言語リ
ストが表示されます。

翻訳する言語の設定

• イタリア語

• インドネシア語

• オランダ語

• スペイン語

• ドイツ語

• ヒンディー語

• フランス語

• ポルトガル語

• ロシア語

• 韓国語

• 日本語

• 英語

• 中国語（簡体字）

オフライン音声翻訳の言語は
１３言語です。

オフライン音声翻訳は本体に収録している言語データで翻訳します。
オンライン音声翻訳と違って長文や複雑な文章の翻訳はできません。.

リストを上下にスライドさせて
母言語を選択します。

同様に言語リストをスライドさ
せて翻訳言語を選択します。

オフライン翻訳の開始
正面マイクボタンを押したまま
にします。

基本の使いかたはオンライ
ン翻訳と変わりません。

.データ通信不要

»» 7»ページ»
「言語一覧」
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左記の画面が表示されます。
本体から「ピコッ」とビープ音が
します。
ビープ音を聞いたらゆっくりと
話します。

画面に翻訳された文章が表示さ
れると同時に、翻訳文が発音され
ます。

Wi-Fi または SIM によるイ
ンターネット接続環境で
は、オンラインで音声翻訳
がされます。

もう一度発音を聞きたい時は画
面を軽くタッチします。

相手からの返事は.本体の背面マ
イクボタンを使います。
背面マイクボタンを押したまま
にします。

オフライン音声翻訳のコツ
下記の点を参考にして会話入力してください。

•. 主語を必ず入れる。.例：私たち（主語）はハワ
イへ行きます。

•. 単語や短文にすること。..
長い文章は２つに分ける。.
.
例：.私は熱があるので、今日休みます。..
.１．私は熱があります.
.２．私は今日休みます

•. 具体的な地名や場所の名前ではなく、一般的な
名称にする。.
例：.映画館・駅・警察署.などの.一般名詞を使う。

•. 敬語・丁寧語・謙譲語は使用しない。

•. 否定形を使った質問文は避ける。.
例：.明日、映画を見ませんか。.⇒.明日、映画
を見ましょう。
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2. 翻訳する画像検索

»» 11»ページ»
「画面操作」

音声で場所・建造物・人物等様々なものをインターネットで検索して
表示させる事ができます。画像を見せることでコミュニケーションの
補助に使えます。

画像検索画面に移動します。

正面マイクボタンを押したまま
にします。

左記の画面が表示されます。
本体から「ピコッ」とビープ音が
します。
ビープ音を聞いたらゆっくりと
話してもらいます。

話終えたらボタンから指を離し
ます。

•. キーワードを複数入れて話
す。.
.
例）.
魚のふぐ、地下鉄の新宿駅、.
ニューヨークの自由の女神

画像検索のコツ
上にスライドで次の画像が表示
されます。

.データ通信が必要

付属 SIM でご利用の場合
は Wi-Fi 接続でのご利用を
おすすめします。

»» 22»ページ»
「14.»モバイルデータ使用量」
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グループ通訳 多言語同時通訳

複数人（最大１００人）の多言語を同時に通訳することができます。

ユーザー名登録 コミュニティ画面の.「グループ通
訳」をタッチします。

»» 11»ページ»
「画面操作」

「ユーザー：.」をタッチするとキー
ボードが表示されます。
キーボードを使って.任意の名前
を入力します。.

次に、自分の言語を設定します。
言語欄をタッチすると言語リス
トが表示されます。
上下にスライドさせて自分の言
語を選択します。.最後に「OK」
を押します。

例：.HANAKO
最後にキーボードの「OK」
キーを押すと、ユーザー名が
HANAKO.になります。

• 数字キーへの切替は「123」の
キーで行います。

• .数字キーからアルファベット
キーへの切替は「…」-「.abc」
の順にキーを押して行います。

• 大文字小文字の切替は.「↑」の
キーで行います。

• 文字を間違えた時は.「del」キー
を押して消します。.

.データ通信が必要

»» 14»ページ»
「キーボード入力」
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2. 翻訳するグループ通訳
新グループの作成

「新グループの作成」をタッチし
ます。..
グループ名の枠をタッチすると、
キーボードが表示されます。

キーボードを使って、自分のグ
ループ名を入力します。.
例：.tokyotour

to

j 　 k　 l　m

入力が終わると「OK」キーを押
します。
枠に.tokyotour.が表示されます。
画面下部の OK.ボタンを押しま
す。

グループ名は３文字以上記号
等は不可です。

グループ名の長さは最大２５
文字可能ですが、表示される
のは１２文字程度です。

.データ通信が必要
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参加者とグループを共有する為
に必要なグループ名番号が表示
されます。
OK.をタッチします。

作成が無事終了すると.グループ
名、番号が表示されます。

グループ名と番号は参加者
に告知してください。
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2. 翻訳するグループ通訳
グループへの参加

「グループへの参加」をタッチす
る。
枠をタッチして.キーボードを表
示させる

グループ名かグループの番号を
入力し OK をます。
検索をタッチします。

グループ名をタッチして、グルー
プへの参加要請をします。
参加要請はグループの管理者に
送られます。

.データ通信が必要
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「OK」をタッチして.管理者から
の承諾を待ちます。
クループ管理者は参加要請を見
て承諾か拒否を決めます。

管理者が承諾すると.承諾の通知
を受け取ります。

「OK」をタッチして、グループに
参加します。
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2. 翻訳する

おはようござい
02/07 08:00

グループ通訳
グループ会話

グループ名をタッチして会話を
始めます。
青いマイクボタンを押しながら
話します。

話したユーザーは背景がグ
リーンです。 設定した言語に翻訳され発声します。

背景は白です。

話したユーザー名が表示されます。
参加しているグループ名

グループ参加者が話しかけ
ています。

話し終えたらマイクボタンから指を離します。.しばらくすると翻訳された文が参加者へ送られます。

おはようござい
JPN 02/06 19:00

good morning

おはようござい
JPN 02/07 07:00

早上好

英語 中国語日本語

»» 34»ページ»
「ユーザー名登録」

ユーザー名.
JPN

ユーザー名.
ENG

ユーザー名.
CHI

.データ通信が必要



40

例：.「今日はどこに行きたいですか」.と話します。

それぞれ指定された言語に翻訳されて表示されます。
他の参加者からの回答も同様に翻訳されて表示されます。

会話（チャット）の履歴は 3.
ケ月間保管されます。

»» 19»ページ»
「6.»発音スピード」

02/07 08:12
今日はどこに行き
たいで

JPN 02/06 18:12

Where do you want
 to go today?

今日はどこに行き
たいで

JPN 02/07 07:12

你今天想去哪裡

今日はどこに行き
たいで

英語 中国語日本語

今日は秋葉原で買い
物したい

ENG 02/07 08:14
today I want to shop
in Akihabara

英語 中国語日本語

02/06 18:14
today I want to shop
in Akihabara

ENG 02/07 07:14

今天我想在秋葉原購
物

today I want to shop
in Akihabara

ユーザー名.
JPN

ユーザー名.
ENG

ユーザー名.
CHI

ユーザー名.
JPN

ユーザー名.
ENG

ユーザー名.
CHI



41

2. 翻訳するお気に入りへの転送機能
パソコンで作成した独自のテキストデータをお気に入りに転送し
Langie に読ませることができます。.

テキストの長さは各言語約 1,000 文字です。

-----
001
JPN(from): 苦手なお魚、たベものはあります
か？
ENG(to):Do.you.have. some.kind.of.dishes.
and.fishes.which.you.can’t.take?
-----
002
JPN(from): お造り
ENG(to):.Sashimi.–.Sliced.raw.fishes
-----

区切り

苦手なお魚、たベも
のはありますか？

Do you have some 
kind of dishes and 
fishes which you 

お造り

Sashimi – Sliced raw 
fishes

こんなシーンで活用
• 専門用語や特殊な会話文等の翻訳文が必要な時
• 外国人労働者の研修（専門用語）
• 外国人旅行者への説明
• 料理のメニューや商品説明など

機械翻訳では難しい場面で補助として利用できます。　

1. テキストデータを作成する
2. 転送する
3. お気に入りから確認　

手順

テキストデータの例

データを転送すると Langie 本体
に記録されていた「履歴・お気に
入り」は削除されます。

必要に応じて事前にバックアップ
をしてください。

»» 20»ページ»
「9.»バックアップ」

.データ通信不要
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アイスランド語» ICE

アフリカーンス語»» AFR».

アラビア語  ARA  

イタリア語  ITA  

インドネシア語  IND  

ウクライナ語  UKR  

ウルドゥー語»» URD» 

オランダ語  DUT  

カンボジア語  CAM  

ギリシャ語  GRK 

クロアチア語  CRO 

シンハラ語  SIN 

ジャワ語»»» JAV»

スウェーデン語  SWE  

スペイン語  SPA 

スロバキア語  SLK  

スロベニア語  SLV .

スワヒリ語»» SWA»

スンダ語»»» SUN»»

セルビア語»» SER»

タイ語    THA  

タミル語   TAM  

チェコ語   CZE  

テルグ語   TEL  

デンマーク語  DAN 

トルコ語   TUR  

ドイツ語   GER  

ネパール語  NEP  

ノルウェー語  NOR 

ハンガリー語  HUN 

ヒンディー語  HIN  

フィリピン語  FIL  

フィンランド語  FIN  

フランス語  FRE  

ブルガリア語  BUL 

ヘブライ語  HEB  

ベトナム語  VIT  

ベンガル語  BEN  

ペルシア語»» PER».

ポルトガル語  POR  

ポーランド語  POL  

マラヤ―ラム語»» MAM

マレー語   MAL 

ラオス語»»» LAO

ラトビア語»» LAT

リトアニア語»» LIT»

ルーマニア語  ROM  

ロシア語   RUS 

広東語    CAN 

韓国語    KOR

日本語    JPN 

英語 　　  ENG

中国語    CHI 

• 5 個以上のハイフンで区切る

• 言語を３文字（大文字）で指定する。(form): 改行せずに文章を入力する。

• 言語を３文字（大文字）で指定し (to): 改行せずに文章を入力する。

• 5 個以上のハイフンで区切る

お気に入りへの転送テキストフォーマット

対応する言語については下記の表をご確認ください。

発音する言語は 41 言語です。赤字の８言語はデータ通信（インターネット通信）が必要です。
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2. 翻訳する

MicroSD カードの使用

大きな枠が MicroSD カード用
で、小さい枠が nano.SIM カー
ド用です。

カードをセットしたら、スロッ
トを本体内部に戻します。

»» 4»ページ»
「付属品」

間違ったサイズのカードを
セットすると故障の原因とな
ります。正しいサイズのカー
ドを正しい向きにセットして
ください。

1. MicroSD カードのフォーマット :　FAT32
2. 文字コード :　UTF-8 
（メモ帳などのテキストエディタでは文字コード [UTF-8] を選択して保存してください。）

3. 拡張子 :　.txt
4. テキストは改行せずに 1000 文字程度まで
5. ファイル名には [Fav- ６桁以上の数字 ] を使用する。 

転送できるのは 1 つのファイルのみで、ファイル名の数字６桁が大きいものが転送されます。 
例：Fav-190101.と　Fav-190102 では　Fav-190102 のみコピーされます。

MicroSD カードに「Backup」フォルダを作成し Backup フォルダ内にテキストを保存してください。

お気に入りへの転送機能

本体を背面にします。
本体右側面のカードスロットの
穴に付属のカードスロット取り
出し用ピンを押し込むと少し飛
び出しますのでスロットを引き
出します。
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翻訳

Wi-Fi

画面言語

「はい」をタッチするとカードの
テキストが本体のお気に入りに
コピーされます。

»» 11»ページ»
「画面操作」

»» 20»ページ»
「10.»転送」

»» 17»ページ»
「各種設定」

設定画面から転送を選択します。

»» 11»ページ»
「画面操作」画面をスライドさせて.「お気に入

り・履歴」.の画面に移動します。
「お気に入り」をタッチすると.「お
気に入り」に登録した翻訳文が閲
覧できます。

転送ファイルをお気に入りから確認
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2. 翻訳する

お気に入りから確認する
»» 28»ページ»

「お気に入り」

転送したデータが表示された画面をタッチすると発音します。
画面をスライドさせて前の登録文を表示させることができます。

苦手なお魚、たベも
のはありますか？

Do you have some 
kind of dishes and 
fishes which you 

お造り

Sashimi – Sliced raw 
fishes

お気に入りへの転送機能 .データ通信不要
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3. 学習 / 勉強する
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3. 学習 / 勉強する単語学習 Word 200

言語表示の部分をタッチすると、
学習する言語リスト（３８）が表
示されます。
言語リストを上下にスライドさ
せて選択します。

学習の画面に移動します。
.「単語 200」をタッチします。

»» 11»ページ»
「画面操作」

OK.をタッチして.単語のカテゴ
リーリストを表示させます。
１３のカテゴリーがあるので、上
下にスライドして選択します。

1.. 数字
2.. 文字
3.. 時刻
4.. 月
5.. 週
6.. 果物
7.. 野菜

単語

8.. 食べ物
9.. 図形

10.. スポーツ.
11.. 楽器
12.. 星座
13.. 干支

.データ通信不要

»» 7»ページ»
「言語一覧」
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カテゴリー内の最初の単語が表
示されます。画面をタッチして発
音させる。上下にスライドさせて
他の単語を表示させます。

日常会話 Phrase 160 学習の画面に移動します。.
.「フレーズ 160」をタッチします。

»» 47»ページ»
「単語学習Word»200」

あなたの言語の部分をタッチす
ると、言語リスト（４１）が表示
されます。言語リストを上下にス
ライドさせて選択します。
学習する言語も同様にして選択
します。

OK をタッチして.会話のカテゴ
リーリストを表示させます。
１０のカテゴリーがあるので、上
下にスライドして選択します。

1.. 基本
2.. あいさつ
3.. 基本的質問
4.. 時間
5.. パーティー

フレーズカテゴリ

6.. 注文・食事
7.. ロマンス
8.. 友だちを作る
9.. 移動・交通

10.. 緊急事態
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3. 学習 / 勉強する

カテゴリーに収録されている会
話リストが表示されます。
上下にスライドさせて.どの会話
の発音を聞くか選択します。

画面をタッチすると発音します。

日常会話 Phrase 160

左右にスライドさせると.前後に
収録されている会話に移動しま
す。

.データ通信不要



50

電子辞書
英和・和英・日中・中日辞書
下記の２９の辞書が収録されています。.
全ての辞書は「音声入力」と「キーボード入力」のどちらの方法でも
入力・検索できます。

1. 英語 ‐ 日本語
2. 日本語 ‐ 英語
3. 日本語 ‐ 中国語
4. 中国語 ‐ 日本語
5. 英語 ‐ 英語
6. 英語 ‐ スペイン語
7. スペイン語 ‐ 英語
8. 英語 ‐ フランス語
9. フランス語 ‐ 英語

10. 英語 ‐ ドイツ語
11. ドイツ語 ‐ 英語
12. 英語 ‐ イタリア語
13. イタリア語 ‐ 英語
14. 英語 ‐ ポルトガル語 
15. ポルトガル語 ‐ 英語

16. 英語 ‐ ロシア語
17. ロシア語 ‐ 英語 
18. 英語 ‐ 中国語 
19. 中国語 ‐ 英語
20. 英語 ‐ 韓国語 
21. 韓国語 ‐ 英語
22. 英語 ‐ タイ語 
23. タイ語 ‐ 英語
24. 英語 ‐ ベトナム語 
25. ベトナム語 ‐ 英語 
26. 英語 ‐ カンボジア語
27. カンボジア語 ‐ 英語 
28. 英語 ‐ インドネシア語
29. インドネシア語 ‐ 英語

辞書の選択
辞書の画面に移動します。

»» 11»ページ»
「画面操作」

必要な言語のキーボド入力に
なります。

»» 51»ページ»
「辞書でのキーボード入力」

タイ語・カンボジア語につ
いては音声入力のみです。

.データ通信不要
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3. 学習 / 勉強する電子辞書

辞書を選択すると.入力方
法を選択する画面になり
ます。

・音声入力

・文字入力

画面をタッチすると辞書のリストが表示されます。
辞書リストを上下にスライドさせて.29.個のリストからタッチして選
択します。
ここでは例として.英語 ‐ 日本語（英和辞典）を選択します。

辞書での音声入力

正面マイクボタンを押したまま
にします。

.例）.house

辞書でのキーボード入力

本体から「ビコッ」というビープ
音がして.画面に白いマイクのイ
ラストが表示されますので正面
マイクボタンを押したまま単語
を音声入力します。

画面の長方形の枠をタッチすると.
キーボードが画面に表示されま
す。

h-o-u-s-e.と入力し、OK.ボタンを
押します。タイ語・カンボジア語につい

ては音声入力のみです。

.データ通信不要
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音声入力またはキーボード入力
から.house.を表示します。
その下には house.の慣用句のリ
ストが表示されるので、上下にス
ライドさせて慣用句をタッチし
て意味を表示させることができ
ます。

house.をタッチして.辞書の中身
を表示させます。
上下にスライドさせて.中身を順
次表示させます。

単語を発音させる

辞書の中身を表示させて、発音さ
せたい.単語や慣用句をタッチす
ると自動的に発音します。
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3. 学習 / 勉強するリスニング
パソコンで作成したテキスト文を３３言語についてランジーで発音さ
せリスニング練習ができます。

こんなシーンで活用
• 長文テキストやスピーチなどのリスニング

テキストの長さは.
各言語約 100 万文字です。.

（半角英数字）

本体にはサンプルテキストが
あります。

リストからフィルを選択します。 画面にタッチして読み上げが始
まります。

ハイライト表示されます。

設定から発音スピードの調整
ができます。

»» 19»ページ»
「6.»発音スピード」

.データ通信不要
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ベトナム語  VIT  

ベンガル語  BEN  

ポルトガル語  POR  

ポーランド語  POL  

ルーマニア語  ROM  

ロシア語   RUS 

広東語    CAN 

韓国語    KOR 

日本語    JPN 

英語 　　  ENG 

中国語    CHI 

イタリア語  ITA  

インドネシア語  IND  

ウクライナ語  UKR  

オランダ語  DUT  

カンボジア語  CAM  

ギリシャ語  GRK 

シンハラ語  SIN 

スウェーデン語  SWE  

スペイン語  SPA 

スロバキア語  SLK  

タイ語    THA  

チェコ語   CZE  

デンマーク語  DAN 

トルコ語   TUR  

ドイツ語   GER  

ネパール語  NEP  

ノルウェー語  NOR 

ハンガリー語  HUN 

ヒンディー語  HIN  

フィリピン語  FIL  

フィンランド語  FIN  

フランス語  FRE 

1. MicroSD カードのフォーマット :　FAT32
2. 文字コード :　UTF-8 
（メモ帳などのテキストエディタでは文字コード [UTF-8] を選択して保存してください。）

3. 拡張子 :　.txt
4. テキストは 100 万文字程度まで（半角英数字）

<ENG>Facing.the.sea.with.spring.blossoms
<SPA>Frente.al.mar,.cálidas.primaveras.de.flores

<ENG>From.tomorrow.on,I.will.be.a.happy.man.
<SPA>A.partir.de.maana,.seré.una.persona.feliz

EngSpaSample.txt

リスニングテキストフォーマット

発音する言語は 33 言語
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3. 学習 / 勉強する

MicroSD カードに「Listening」フォルダを作成し Listening フォルダ
内にテキストを保存してください。

MicroSD カードに保存する

大きな枠が MicroSD カード
用で、小さい枠が nano.SIM
カード用です。

カードをセットしたら、ス
ロットを本体内部に戻しま
す。

»» 4»ページ»
「付属品」

間違ったサイスのカードを
セットすると故障の原因と
なります。正しいサイトの
カードをセットしてくださ
い。

リスニングテキストの保存

リスニング

パソコンに接続して保存する
パソコンとランジーを USB ケー
ブルで接続するとパソコンはラ
ンジーを外部メモリーとして認
識しランジー内のフォルダーを
表示します。

パソコンはランジーを.“LTS-52”
として表示します。

»» 4»ページ»
「付属品と本体仕様」

.データ通信不要

本体を背面にします。
本体右側面のカードスロットの
穴に付属のカードスロット取り
出し用ピンを押し込むと少し飛
び出しますのでスロットを引き
出します。
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音声翻訳を使って発音練習

•. 発声を認識できればあなたの発声は正しいことになります。

»» 25»ページ»
「オンライン音声翻訳」

»» 31»ページ»
「オフライン音声翻訳」

通常は翻訳するために母語から他の言語に翻訳しますが、背面のボタ
ンを利用してそのまま発声練習してみましょう。

.データ通信が必要
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3. 学習 / 勉強する語学クラブ（Language Club）

ランジーは世界の欧州・北米・アジアで販売されています。.
ランジーのネットワークで語学学習パートナーを探して語学のスキルアップに利用できます。

「コミュニティ」の画面にします。
「語学クラブ」をタッチします。

»» 11»ページ»
「画面操作」

サインインの画面の　ユーザー：　　
部分をタッチしてユーザー名入
力します。
画面に表示されたキーボードを
使います。また画面上部にあなた
のＩＤ番号が表示されています。

この機能はベータ版ですアップデートにより仕様が変更になる場合がございます。 
必ず最新の情報を Langie のサイトでご確認ください。 https://langie.net/

.データ通信が必要
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人のアイコンを表示させて自分
の性別とジュニア・シニア別のア
イコンを選択します。
国のリストを表示させて、自分の
出身の国を選択する。
選択したら画面下部の「→」を
タップして先へ進みます。

ネットワークに登録された言語
クラブのリストから、参加する言
語クラブをタッチします。
画面には参加するかどうかの確
認画面が表示されるので「参加す
る」をタッチします。

グレードを選択する画面の「初
級」をタッチすると、「初級・中
級・上級」の選択画面が表示され
ます。
自分の実力に応じたグレードを
選択します。
選択したら画面下部の「→」を
タップして先へ進みます。
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3. 学習 / 勉強する語学クラブ（Language Club）

新グループの作成をタッチして、
グループ作成の画面に移動しま
す。
名前をタッチしてキーボードを
表示させます。
　

グループの名前を入力したらＯ
Ｋを押します。
さらにＯＫを押します。

クラブの設定を押すと　スピー
カー（話す）と閉鎖を選択できま
す。

.データ通信が必要
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4. 便利な機能
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4. 便利な機能マルチメディア
画面を左右にスライドさせて「マルチメディア」の画面を表示させま
す。
MicroSD カードに保存されたデータの閲覧・再生、ワイド FM ラジオ
を聴くことができます。
画面をスライドしてマルチメディア画面を開きます。

»» 11»ページ»
「画面操作」

画像閲覧

ワイド FM ラジオ

動画プレイヤー

音楽プレイヤー

画像再生するには画像 (.jpg) が保存された MicroSD カードをセットして下さい。

動画再生するには、動画 (.mp4) が保存された MicroSD カードをセットして下さ
い。

ワイド FM ラジオを聴くにはイヤホンをセットして下さい。.
周波数は 76.0~108.0MHz ワールドバンド対応です。

音楽再生するには、音楽 (.mp3) が保存された MicroSD カードをセットして下さ
い。

.データ通信不要
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画面に画像のリストが表示されます。　
リストの中からの再生したい画像をタッチすると再生されます。

画像を削除するには、削除したいリストを長押しします。
画面に「削除・キャンセル」が表示されるので、「削除」をタッチします。

画像閲覧

本体にはサンプル画像が収
録されています。

リストが多い場合は画面を
上下にスライドさせてリス
トを表示させます。　
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4. 便利な機能

画面に動画のリストが表示されます。　
リストの中からの再生したい動画をタッチすると再生されます。
停止と再生は中央のアイコンをタッチして操作します。
操作アイコンは数秒で消えますが、画面をタッチする再び表示されま
す。

動画を削除するには、削除したいリストを長押しします。
画面に「削除・キャンセル」が表示されるので、「削除」をタッチします。

動画プレイヤー

本体にはサンプル・動画が
収録されています。

リストが多い場合は画面を
上下にスライドさせてリス
トを表示させます。

マルチメディア .データ通信不要
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イヤホンがセットされていないと、左の画面が表示されます。
左右の を押して周波数をサーチします。

をタッチすると現在の周波数を登録できます。登録した周波数は
画面の下に表示されます。表示された周波数をタッチすると自動的に
その周波数に移動します。
登録を削除するには、もう一度 をタッチします。

ワイド FM ラジオ

イヤホンがアンテナになり
ます。市販のイヤホンで構
いません。

周波数は 76.0~108.0MHz.
ワールドバンド対応です。

.イヤホンが必要
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4. 便利な機能マルチメディア

画面に音楽のリストが表示されます。　
リストの中からの再生したい音楽をタッチすると再生されます。
停止と再生は中央のアイコンをタッチして操作します。

音楽を削除するには、削除したいリストを長押しします。
画面に「削除・キャンセル」が表示「削除」をタッチします。

音楽プレイヤー

本体にはサンプル・ミュー
ジックが収録されていま
す。

リストが多い場合は画面を
上下にスライドさせてリス
トを表示させます。　

.データ通信不要
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画面を左右にスライドさせて　「拡声器」の画像を選択します。
正面マイクボタンを押したままにします。

ビープ音がしたら、ゆっくりと話します。ささやき声でもＯＫです。
話終えたら、正面マイクボタンから指を離します。自動的に再生され
ます。
再生（スピーカー）の画面をタッチすれば　リピート再生されます。

拡声器
大きい声が出せない時、周囲がうるさい時など・・・・・
自分の声が大きく再生されるので相手に聞こえやすくなります。

.データ通信不要
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4. 便利な機能ボイスレコーダー（録音）

画面を左右にスライドさせて　「録音」　の画面にします。
「録音」をタッチするとボイスレコーダーのスタート画面に切り替わり
ます。
中央の赤い●をタッチすると録音がスタートします。

停止させるには　中央の赤い■をタッチすると停止します。
録音が停止すると、画面の「保存」「破棄」「再生」から選択します。

»» 11»ページ»
「画面操作」

1 回の録音時間は最長２時
間です。

.データ通信不要
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画面下部の三本線をタッチすると、録音リストが表示されます。
リストの中から再生したいリストをタッチして再生させます。
リストが多い場合は、画面を上下にスライドさせてリストを表示させ
ます。

録音を削除するには、削除したいリストを長押しします。
画面に「削除・キャンセル」が表示されます。

「削除」をタッチします。

再生中に正面マイクボタン
を押すと録音画面に移動し
ます。

MicroSD カードをセット
している場合は、MicroSD
カードに保存されます。.
MicroSD カードをセットし
ていない場合は本体メモリ
に保存されます。
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4. 便利な機能

画面を左右にスライドさせて「時計」の画面にします。
画面には現在時刻が表示されています。

「アラームを追加」をタッチすると「アラーム設定」の画像に切り替わ
ります。

「時・分」それぞれの数字を画面を上下にスライドさせて設定します。.
ON にして「OK」をタッチします。

アラームを止めるときは にタッチします。

時計・アラーム

»» 21»ページ»
「12.»タイムゾーン」

.データ通信不要

アラームが ON の場合

アラームが OFF の場合
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画面を左右にスライドさせて「電
話」の画面にします。
４つのアイコンの中の受話器の
アイコンをタッチするとダイヤ
ルの画面になります。

ダイヤルの番号を押して電話番
号を入力します。番号を間違えた
場合は×を押して修正します。番
号を入力したら受話器のアイコ
ンをタッチして発信します。

電話をかける

電話

この機能は通話機能付き SIM カードが必要です。 
通話機能付き SIM をご用意ください。

.通話機能付き SIM が必要

130-1234-5678
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4. 便利な機能

.にタップして電話に出ます。

ＳＭＳのアイコンをタッチして、
ＳＭＳのトップ画像にします。
ペンのアイコンをタッチすると、
下書き画面になります。

電話を受ける

電話

SMS( ショートメッセージを送る )

画 面 の To:.　 を タ ッ チ す る と　
キーボードが表示されます。
相手の携帯電話番号を入力し、.
ＯＫボタンを押します。

日本語への変換はありません。
英数字・記号のみです。

.通話機能付き SIM が必要

130-1234-5678 130-1234-5678
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枠をタッチして本文入力用の
キーボードが表示されます。.
キーボードを使って本文を入力
します。
入力が終わったら「送る」をタッ
チして送信します。

連絡帳

アイコンをタッチして、連絡帳を
表示させます。

「＋」を押して、新しい連絡先の
入力画面にします。

日本語への変換はありません。.
英数字・記号のみです。

人間のアイコン部分をタッチし
て、名前を入力します。
画面に表示されてキーボードを
使って入力します。（ローマ字の
み）
入力したら「ＯＫ」ボタンを押し
ます。



73

4. 便利な機能電話
次に受話器のアイコンをタッチ
して番号を入力する画面にしま
す。
表示されたキーボードを使って
電話番号を入力します。
入力したら「ＯＫ」ボタンを押し
ます。

もう一度、名前と番号を確認して
「保存」をタッチします。

削除や編集をしたい場合は、リス
トの連絡先を長押します。
画面に「削除・編集・キャンセル」
が表示されます。削除を選択す
ると「キャンセル　ＯＫ」が表示
されるので　「ＯＫ」を押します。

.通話機能付き SIM が必要
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「受話器＋時計」のアイコンを
タッチして、履歴を表示させま
す。
直近の履歴から順番に画面に表
示されます。

履歴

リストをタッチすると、電話か
SMS かを選択する画面になりま
す。
電話をタッチすると電話の発信
に画面になるので受話器のアイ
コンをタッチして発信します。

SMS をタッチするとメッセージ
入力画面になります。　
本文を入力して「送る」をタッチ
して送信します。
履歴のリストを長押しすると「削
除」の画面が表示されます。



75

巻末 INDEX

はじめにお読みください....................................................... 2
本ユーザーガイドについて................................................... 3
付属品と本体仕様...................................................................... 4
本体仕様......................................................................................... 5
各部の名称.................................................................................... 6
言語一覧......................................................................................... 8

1. 基本操作と設定...................................................................... 9
. 電源の ON/OFF................................................................... 10
. . 電源を入れる................................................................... 10
. . 電源を切る........................................................................ 10
. 充電........................................................................................... 11
. . 充電器の接続................................................................... 11
. 電池残量の確認.................................................................. 11
. 画面操作................................................................................. 12
. インターネットとの接続方法..................................... 14
. . Wi-Fi への接続................................................................ 14
. . キーボード入力.............................................................. 15
. . データ通信接続の種類................................................ 16
. SIM/MicroSD カードの使用.......................................... 16
. APN( アクセスポイント ) 設定.................................... 17
. 各種設定................................................................................. 22
. 設定項目................................................................................. 22
. . 1..翻訳（翻訳言語の設定）........................................ 22
. . 2..Wi-Fi................................................................................ 22
. . 3..画面言語........................................................................ 23
. . 4..ホットスポット......................................................... 23

. . 5..履歴................................................................................. 24

. . 6..発音スピード.............................................................. 24

. . 7..スクリーン................................................................... 24

. . 8..スリープ........................................................................ 25

. . 9..バックアップ.............................................................. 25

. . 10..転送............................................................................... 25

. . 11..機内モード................................................................ 26

. . 12..タイムゾーン........................................................... 26

. . 13..アラーム..................................................................... 26

. . 14..モバイルデータ使用量........................................ 27

. . 15..電話の設定................................................................ 27

. . 16..Langie.SIM................................................................. 28

. . 17..Langie.......................................................................... 28

. アップデート....................................................................... 28

2. 翻訳する................................................................................. 29
. オンライン音声翻訳......................................................... 30
. . 翻訳する言語の設定.................................................... 30
. . オンライン翻訳の開始................................................ 31
. お気に入り............................................................................ 33
. 履歴........................................................................................... 34
. お気に入りと履歴のデータ消去................................. 35
. オフライン音声翻訳......................................................... 36
. . 翻訳する言語の設定.................................................... 36
. . オフライン翻訳の開始................................................ 36
. . オフライン音声翻訳のコツ...................................... 37
. 画像検索................................................................................. 38
. . 画像検索のコツ.............................................................. 38

巻末



76

. グループ通訳......................................................................39

. . ユーザー名登録.............................................................39

. . 新グループの作成........................................................40

. . グループへの参加........................................................42

. . グループ会話..................................................................44

. お気に入りへの転送機能..............................................46

. . テキストフォーマット...............................................47

. . MicroSD カードの使用..............................................48

. . 転送ファイルをお気に入りから確認..................49

.
3. 学習 / 勉強する..................................................................51
. 単語学習 Word.200..........................................................52
. 日常会話.Phrase.160.......................................................53
. 電子辞書................................................................................55
. . 英和・和英・日中・中日辞書................................55
. . 辞書の選択.......................................................................55
. . 辞書での音声入力........................................................56
. . 辞書でのキーボード入力..........................................56
. . 単語を発音させる........................................................57
. リスニング...........................................................................58
. . リスニングテキストフォーマット......................59
. . リスニングテキストの保存.....................................60
. . MicroSD カードに保存する.....................................60
. . パソコンに接続して保存する................................60
. 音声翻訳を使って発音練習.........................................61
. 語学クラブ（Language.Club）...................................62

4. 便利な機能...........................................................................65

. マルチメディア.................................................................. 66

. . 画像閲覧............................................................................. 67

. . 動画プレイヤー.............................................................. 68

. . ワイド FM ラジオ.......................................................... 69

. . 音楽プレイヤー.............................................................. 70

. 拡声器...................................................................................... 71

. ボイスレコーダー（録音）............................................. 72

. 時計・アラーム.................................................................. 74

. 電話........................................................................................... 75

. . 電話をかける................................................................... 75

. . 電話を受ける................................................................... 76

. . SMS( ショートメッセージを送る )....................... 76

. . 連絡帳................................................................................. 77

. . 履歴...................................................................................... 79

巻末................................................................................................ 80


	はじめにお読みください
	本ユーザーガイドについて
	付属品と本体仕様
	各部の名称
	言語一覧
	1. 基本操作と設定
	電源のON/OFF
	電源を入れる
	電源を切る

	充電
	充電器の接続
	電池残量の確認

	画面操作
	インターネットとの接続方法
	Wi-Fiへの接続
	キーボード入力
	データ通信接続の種類
	SIM/MicroSDカードの使用
	APN(アクセスポイント)設定

	各種設定
	設定項目
	1. 翻訳（翻訳言語の設定）
	2. Wi-Fi
	3. 画面言語
	4. ホットスポット
	5. 履歴
	6. 発音スピード
	7. スクリーン
	8. スリープ
	9. バックアップ
	10. 転送
	11. 機内モード
	12. タイムゾーン
	13. アラーム
	14. モバイルデータ使用量
	15. 電話の設定
	16. Langie SIM
	17. Langie

	アップデート

	2. 翻訳する
	オンライン音声翻訳
	翻訳する言語の設定
	オンライン翻訳の開始

	お気に入り
	履歴
	お気に入りと履歴のデータ消去

	オフライン音声翻訳
	翻訳する言語の設定
	オフライン翻訳の開始
	オフライン音声翻訳のコツ

	画像検索
	画像検索のコツ

	グループ通訳
	ユーザー名登録
	新グループの作成
	グループへの参加
	グループ会話

	お気に入りへの転送機能
	お気に入りへの転送テキストフォーマット
	MicroSDカードの使用
	転送ファイルをお気に入りから確認


	3. 学習/勉強する
	単語学習Word 200
	日常会話 Phrase 160
	電子辞書
	英和・和英・日中・中日辞書
	辞書の選択
	辞書での音声入力
	辞書でのキーボード入力
	単語を発音させる

	リスニング
	リスニングテキストフォーマット
	リスニングテキストの保存
	MicroSDカードに保存する
	パソコンに接続して保存する

	音声翻訳を使って発音練習
	語学クラブ（Language Club）

	4. 便利な機能
	マルチメディア
	画像閲覧
	動画プレイヤー
	ワイドFMラジオ
	音楽プレイヤー

	拡声器
	ボイスレコーダー（録音）
	時計・アラーム
	電話
	電話をかける
	電話を受ける
	SMS(ショートメッセージを送る)
	連絡帳
	履歴


	巻末



