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このカタログの内容は2017年10月現在のものです。
BS1711-200001A H5111561

PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4948
《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

 受付時間　月曜日～土曜日　AM9:00～PM5:30
（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

●「英語応対能力検定」およびロゴ、「おもてなし英語力を磨く。」は㈱学びＵＰコミュニケーションズの登録商標です。 ●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●MacintoshおよびMac OSは、
米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Apple、Appleロゴ、iPhone 、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 App Store は Apple 
Inc. のサービスマークです。 ●Androidは、Google Inc.の商標です。Google Playは、Google Inc.の商標です。  ●TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS. 
●各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 ●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。 ●商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ●この印刷物
で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。 ●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ●価格はすべて、2017年10月現在のものです。
※お求めは、有名電器店・文具店で。

全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/

エクスワード ライズの情報は、ホームページでもご覧いただけます。

［エクスワード ライズ ホームページ］http://web.casio.jp/det/exwordrise/

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●商品の画面表示は限られたドットで表現されていますので、一部に省略表示される漢字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用していますので、一般の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。
●各コンテンツの収録数は、写真・図・表・付録を除いた数です。一部のコンテンツを除き、写真・図・表・付録は収録されておりません。●本体収録コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に
誤植などは避けられない場合があります。それぞれのコンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させて
いただいておりますので、あらかじめご了承ください。また、コンテンツの編集時期などにより、社会情勢の変化など、必ずしも最新の情報には対応していない場合があります。●各コンテンツごとに、史実に対する解釈や説明に相違がある場合がありますが、
各出版社／編者／執筆者の見解を尊重し、出版社提供の内容のまま収録しております。

英会話学習のヒントがいっぱい【続けられる活用術】や
英語力が確認できる【かんたん英語力チェック】も公開中！

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

警告 注意
本カタログに掲載されている商品は、磁気を帯びた部品を使用しているため、心臓ペースメーカー
などをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケットなど）から離してご使用ください。　

充電中の状態が長時間続き完了しない場合は、充電を止める。
充電を続けると、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

［パソコンの動作環境］ 
■対応OS（日本語版）：Windows® 7/8.1/10
■以下の条件を満たす「PC/AT互換機」 ・上記OSが推奨するCPU　
■メモリー必要容量：上記OSが推奨するメモリー
■ディスプレイ：パソコン本体に接続可能で上記OSに対応しているカラーディスプレイ（800×600 High Color＜16bit＞以上）
■CD-ROMドライブ  
■USBポート（専用のUSBケーブル以外を使用した場合の動作保証はいたしかねます。本体以外のUSBポートでは、正常に動作しない場合があります。）
※その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。　※機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。　※デスクトップモードでのご利用を推奨します。
※Macintosh/Mac OSでは動作しません。　※他のOSからアップグレードされたWindows® 7/8.1/10での動作保証はいたしかねます。

追加コンテンツ、オプション品のお求めは、カシオ商品取り扱い店
もしくはカシオ・オンラインショッピングサイト「e-カシオ」にご用命ください。 http://www.e-casio.co.jp/

EP-M1
メーカー希望小売価格 ￥2,500＋税
JANコード：4549526 605185

※EX-word RISE本体に追加できるメモリー容量は合計約300MB以下となります。
＊印のコンテンツは、あらかじめ収録されています。

※CD-ROMドライブを搭載したパソコンが必要です。
　詳しくは、［パソコンの動作環境］をご覧ください。

XSR-OH25
メーカー希望小売価格 ￥3,500＋税　JANコード：4549526 602931
［旺文社］
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとこと接客英会話  販売編
  （本体メモリー必要容量：約13.1MB）
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとことまちかど英会話＊
  （本体メモリー必要容量：約11.8MB）
※ハードディスク必要容量：約200MB以上

XSR-OH26
メーカー希望小売価格 ￥3,500＋税　JANコード：4549526 602948
［旺文社］
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとこと接客英会話  宿泊編
  （本体メモリー必要容量：約12.8MB）
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとことまちかど英会話＊
   （本体メモリー必要容量：約11.8MB）
※ハードディスク必要容量：約200MB以上

XSR-OH27
メーカー希望小売価格 ￥3,500＋税　JANコード：4549526 602955
［旺文社］
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとこと接客英会話  飲食編
   （本体メモリー必要容量：約12.4MB）
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとことまちかど英会話＊
   （本体メモリー必要容量：約11.8MB）
※ハードディスク必要容量：約200MB以上

XSR-OH28
メーカー希望小売価格 ￥3,500＋税　JANコード：4549526 602962
［旺文社］
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとこと接客英会話  交通編
   （本体メモリー必要容量：約11.0MB）
●英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとことまちかど英会話＊
   （本体メモリー必要容量：約11.8MB）
※ハードディスク必要容量：約200MB以上

XSR-NH09
メーカー希望小売価格 ￥5,500＋税　JANコード：4549526 602979
［NHK出版］
●NHKラジオ 入門ビジネス英語  半年分（2015年4月～9月放送分）＊
   （本体メモリー必要容量：約70.7MB）
※ハードディスク必要容量：約400MB以上

XSR-NH10
メーカー希望小売価格 ￥5,500＋税　JANコード：4549526 602986
［NHK出版］
●NHKラジオ 実践ビジネス英語 1年分（2015年4月～2016年3月放送分）＊
   （本体メモリー必要容量：約247.5MB）
※ハードディスク必要容量：約1300MB以上

純正ケース［別売］

液晶保護フィルム［別売］

追加コンテンツ［別売］

XDR-PF2
メーカー希望小売価格 ￥1,600＋税
JANコード：4549526 605161

●メインパネル用（1枚）
●クリーニングペーパー

※保護フィルムは、エクスワードライズ純正品のご使用をお薦めいたします。純正品
　以外の保護フィルムをご使用の場合、製品が正常に動作しない場合があります。

マイク付きイヤホン［別売］

スマートフォンやタブレットで重要英単語の解説動画を見たり、
クラブエクスワードユーザーの学習履歴から、今、他のユーザーが
何を調べているのかという学びのトレンドを掴むことができます。

スマートフォンやタブレットと連携して
生きた知識を、深く学べる［クラブエクスワード］

［動作環境］
iPhone、iPad、AndroidTM端末
※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
※iPhone、iPadの場合はApp Storeから、AndroidTM端末の場合はGoogle PlayTMより
　ダウンロードできます。対応OSバージョンなどは、App Store、Google PlayTMでご確認ください。

XDR-CC2
メーカー希望小売価格 ￥3,000＋税
JANコード：4549526 605178

続けられるから、結果を出せる。
英会話学習は新時代へ。

http://casio.jp/det/
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パトリック・ハーラン

●スタンドとして使用できます。

※マイク付きイヤホンは、
　あらかじめ付属しています。



［難易度］［ジャンル］ ［学習量目安］［学習プラン］

ENGLISH TRAINING GYM
学びを変えろ。チャンスを掴め。学びを変えろ。チャンスを掴め。

レベルや進捗状況に合わせて能率的に学べるレベルや進捗状況に合わせて能率的に学べる

あなたに合った学習プランを提示あなたに合った学習プランを提示

優れたコンテンツ
ボキャブラリー、リスニング、スピーキングを能率
よく学べるコンテンツに加え、TOEIC®テスト学習
コンテンツも充実。レベルに応じたラインアップで、
初級から上級までカバーします。

学習内容に迷わない
レベルやペースに合わせて学習プランを提案して
くれる「トレジムプラン」で、迷うことなく、バランス
よく学べます。

時間を有効に使える
短時間でも能率よく学べるコンテンツ、マイク付き
イヤホンやタッチ入力などによる優れた操作性、
持ち運びに適した薄型・軽量ボディにより、
時間やシーンに合わせて学べます。

エクスワードライズは
なぜ “続けられる”のか

豊富な学習プランをあらかじめご用意。
自分に合ったプランを選びます。

学習プラン選びを助ける
簡易診断機能も搭載。
20問の問題に答えることで、
あなたのレベルがわかります。

学習コンテンツを4つのカテゴリーに分類。進捗状況が数字やグラフで表示されるので、バランスよく学べます。
3段階のレベル表示で、自分にぴったりな教材がわかります。

学習レベルや習得内容、期間などに合わせ、いま何をやるべきか、学習プランを提示。
自分だけの専属コーチがついている感覚で迷わず学習できます。

TOEIC®テストのスコアアップを強力サポートTOEIC®テストのスコアアップを強力サポート

目標スコア別の「トレジムプラン」で無理なく学べる目標スコア別の「トレジムプラン」で無理なく学べる
学習レベルや目標スコア（500、600、800、990点）に合わせた6つの
トレジムプランをご用意。自分に合ったコンテンツやペースで続け
やすく、着実にスコアアップできます。

提示された学習コンテンツ、
1日の学習時間、習得期間などに従って
能率良く学習。

※診断結果は目安であり、必ずしも正確ではありませんので、
　トレジムプラン選択時の参考として 使用してください。

グローバル時代にふさわしい英会話スキルの習得を可能にする

デジタル英会話学習機 エクスワードライズがさらに進化。

スタイリッシュな薄型・軽量ボディで、様 な々シーンが価値ある学習時間に。

TOEIC®テスト学習コンテンツを拡充し、スコアアップのサポートも強化。

学習のモチベーションを維持し、英会話力アップを叶える

優れたコンテンツや機能を凝縮した。

エクスワードライズで英会話学習は、続けられる。

 ENGLISH TRAINING GYM
［トレジムプラン］監修
関西大学 外国語学部 教授 竹内　理
英語学習で大切なことは、明確な目標をスモールステップ
で設定し、その目標達成に至るまでの道のり（行程）を上手く
管理していくことです。しかし、これは “Easier said than done.”

（言うは易し、行うは難し）で、簡単に出来ることではありません。そこで開発したの
が、ENGLISH TRAINING GYM。これには外国語学習研究に基づくさまざまな工夫
が導入されており、学習者による目標の設定と、行程の管理を大いに手助けしてく
れます。学習の目標をうまく設定するには、自分の能力レベルを認識し、そのレベルに
あった教材を選択することが大切です。ENGLISH TRAINING GYMは、TOEIC®TEST、
ボキャブラリー、リスニング、スピーキングの各分野で、レベル別にわけた教材提
示を行い、この悩みを解決してくれます。学習コンテンツも驚くほどに多様なので、
きっと1人ひとりにぴったりの教材が見つかることでしょう。また、進捗状況に応じ
て出される文字によるフィードバックと、わかりやすく可視化されたグラフによる
フィードバックの両方を使えば、「行程管理」と「やる気の維持」という二つの難題
も、無理なく乗り切ることができるはずです。さあ、毎年進化を続けるENGLISH 
TRAINING GYMの最新版を活用して、英語なんて “It’s a piece of cake.”（朝飯前）と
言えるように、計画的に学習を進めていきましょう！　

英語習得に必要な力を、4つにカテゴライズ。
［TOEIC®テスト／ボキャブラリー／リスニング／スピーキング］

自分に合った学習プランを選んで学べる。
［トレジムプラン］

バランス良く、計画的に取り組める。
［学習進捗・最終学習日表示］

［学習進捗］［レベル表示］ ［最終学習日］［学習カテゴリー］
グラフ表示でわかりやすく、学習状況を確認

※画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なる場合があります。

トレジムプラン

［学習するコンテンツ］

［TOEIC® LISTENING & READING TEST 最初の入り口に挑戦］ ［目指せTOEIC® LISTENING & READING TEST 500点］ ［目指せTOEIC® LISTENING & READING TEST 800点］

［学習プランの説明］

目標スコアに適したコンテンツを提案します目標スコアに適したコンテンツを提案します

500点 600点
800点 990点
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実践的な攻略法が満載

発音トレーニング

効果的な英会話学習のための厳選されたコンテンツ

ゲーム感覚で発音力をアップ  ［発音トレーニング］

解く力を徹底的につける

リアルな楽しい会話を毎日聴く

単語や文章の発音を録音・解析し、100点満点で結果を表示。
ゲーム感覚で実践的な発音学習が行えます。

TOEIC®テストハイパー模試 5訂版 新形式問題対応TOEIC®テスト新形式問題 やり込みドリル

音声変化の理解をカタカナでわかりやすく
「on it = オニット」のように、独特の音声変化が聞き取れ
るように、ルールと実例を紹介。さらに、フレーズクイズで
覚えた発音の確認ができます。

前回再生項目やリスニング対応のコンテンツ一覧を
スピーディーに呼び出し、リスニングをスタート。時間を
有効活用して学べます。

Part 3、4、6、7の新形式問題にフォーカスした問題集や、通しで学べる実践的な模試を収録。

リズムに乗って読み上げられる英単熟語とその訳を聞いて暗記。1セットは1分から
2分程度と短く、セットごとにリズムも変わるので、飽きずに楽しく取り組めます。

音楽を聴くように、楽しく英単熟語を暗記  ［キクタン・キクジュクシリーズ］

絶対『英語の耳』になる！ 
シリーズ

※画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なる場合があります。　※機種により収録コンテンツは異なります。　

リズムと合わせて
耳に残るので覚え
やすい

【単語発音判定】

【文章発音判定】 文章の長さが選べるので、無理なく学べる

幅広い
語彙

初級から
上級まで

音声とテキスト収録で耳と目からネイティブの生きた英語を学びます。
1回15分の講座なので、短い時間でも有効活用できます。

会話の基礎となる英単語や英熟語を能率よく暗記して、
会話表現の幅を広げます。レベルに応じた学習が可能です。

英語力を測定するTOEIC® LISTENING AND READING TESTの学習に対応。
様々な教材を収録し、スコアアップを強力サポートします。

単語や文章単位での発音判定や、実践的な会話練習が可能。
相手がいないと難しかったスピーキング学習を、ひとりでも行えます。

NHKラジオ 入門ビジネス英語（2015年度版）
NHKラジオ 実践ビジネス英語（2015年度版）
NHKラジオ ラジオ英会話（2014年度版）
NHKラジオ 基礎英語1（2014年度版）
NHKラジオ 基礎英語2（2014年度版）
NHKラジオ 基礎英語3（2014年度版）

　　　　　　　　    　● NHKラジオ講座シリーズ　● 絶対『英語の耳』になる！シリーズ　
● キクタンシリーズ　● キクジュクシリーズ　● デイビッド・セインのデイリー・スピーキング
● 英語応対能力検定®公認教材  とにかくひとことまちかど英会話

【対応コンテンツ】　

　　　　　　　　                               ●発音トレーニング　●しゃべって身につく英会話スキット・トレーニング　
●デイビッド・セインのデイリー・スピーキング
【文章発音判定対応コンテンツ】

自分の発音を5項目から分析・採点。苦手な項目を克服

解答はマークシート形式で一覧可能。
正誤が簡単にチェックできます。
解答はマークシート形式で一覧可能。
正誤が簡単にチェックできます。

ボキャブラリー リスニング

TOEIC® テスト

スピーキング

TOEIC®テスト研究をリードする講師3人が
練り上げた模試2セット400問で、スコア
アップを後押しします。詳細な問題解説、
新形式対策テクニックが満載。

15日間で500点突破が目指せる
新形式問題のリスニング・リーディング
の解法と練習問題を収録。頻出ルールを
理解して、問題を解きやすくします。1日
1ユニット、全15日間で攻略。

TOEIC®テスト非公式問題集 至高の400問

TOEIC®LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破！ リスニング攻略

TOEIC®LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破！ リーディング攻略

相手の発音を正確に聞き取り、すばやく意味を理解できるようにトレーニング。
コミュニケーション力のベースを築き上げます。

Point

Point

［and you］→アンヂュウ
［in that］→イナット
［there is］→ゼァリズ
［take it］→テイキット

カタカナで発音が表示
され、わかりやすい

Point

カレンダー型の番組表
を採用。聴視した番組
には★印が付き、続け
る楽しみが学習意欲を
さらに高めます。

3ステップで無理なく英会話をマスター 会話練習で、実践的な英会話力を

リスニング音声収録時間  約226時間

本体から流れるセリフに答えるように発音するこ
とで、会話を練習。ナチュラルな発音やタイミング
で英語を口に出すことができるようになります。

訪日外国人への応対能力を高める
街なかで外国人から英語で話しかけられたとき
に応対する英会話フレーズを収録。レベルに
合わせて学習できます。

英会話スキット・トレーニング とにかくひとことまちかど英会話

デイビッド・セイン先生のオリジナルメソ
ッドで英会話学習。ストーリーを楽しみな
がら少しずつ難度を上げていく3ステップ
学習で、無理なく実践力を磨きます。

デイビッド・セインの
デイリースピーキング
（4シリーズ）

学習の
流れ 会話を聴いて

英語に慣れる
英文とその
意味を覚える

英語で表現する
インプット メモリー アウトプット

1ステップ 2ステップ 3ステップ

デイビッド・セイン
AtoZ英語学校校長・
英語教材著者

すぐにリスニング学習「ソクキク」

通勤電車やカフェ、自宅など、
様々な場所で良質な英会話学習を。

3 4
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豊富な収録音声で充実のリスニング学習を



■その他の収録コンテンツ
【英会話・トラベル】 ●英語の発音がよくなる本 ●カラダで伝わる英会話 ●電話英会話ミニフレーズ ●とっておきの英会話表現辞典 ●英会話とっさのひとこと辞典 ●英会話海外旅行ひとこと辞典 
●英会話ビジネスひとこと辞典 ●ひとり歩きの会話集シリーズ※1 ●Dr.PASSPORTシリーズ※2 ●Trouble Passportシリーズ※2 
【辞書・学習】  ●ジーニアス英和辞典 第5版 ●ジーニアス和英辞典 第3版 ●ゼロから始める英文法 高校レベル〔改訂版〕 ●ゼロから始める英文法 中学レベル〔改訂版〕 ●ゼロから始める英文法 ドリル500
【生活・実用】  ●和英：日本の文化・観光・歴史辞典［改訂版］ ●世界文学1000作品

※1 英語／スペイン語／ドイツ語／フランス語／イタリア語／中国語／韓国語／タイ語／ロシア語／ブラジル・ポルトガル語／フィリピン語／トルコ語／ベトナム語／インドネシア語／マレーシア語／台湾編
※2 日本語→英語版／日本語→スペイン語版／日本語→ドイツ語版／日本語→フランス語版／日本語→イタリア語版／日本語→中国語版／日本語→韓国語版

キクタン英会話【基礎編】
キクタン英会話【初級編】
キクタン英会話【発展編】
キクタン英会話【オフィス編】
キクタン英会話【おもてなし編】
改訂版 キクタン【Entry】2000
改訂版 キクタン【Basic】4000
改訂版 キクタン【Advanced】6000
キクタンリーディング【Entry】2000
キクタンリーディング【Basic】4000
キクジュク【Basic】1800
キクジュク【Super】3600
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE 500＜新TOEIC対応版＞
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE 600＜新TOEIC対応版＞
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE 800＜新TOEIC対応版＞
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE 990＜新TOEIC対応版＞

ボキャブラリー

TOEIC®テスト 非公式問題集 至高の400問
TOEIC®テスト新形式問題やり込みドリル
TOEIC®LISTENING AND READING TEST 15日で500点突破！ リスニング攻略
TOEIC®LISTENING AND READING TEST 15日で500点突破！ リーディング攻略
TOEIC®テストスコアアップ 新形式問題付き
TOEIC®テストハイパー模試 5訂版 新形式問題対応

TOEIC®テスト

NHKラジオ ラジオ英会話（2014年度版）
NHKラジオ 入門ビジネス英語（2015年度版）
NHKラジオ 実践ビジネス英語（2015年度版）
NHKラジオ 基礎英語1（2014年度版）
NHKラジオ 基礎英語2（2014年度版）
NHKラジオ 基礎英語3（2014年度版）
絶対『英語の耳』になる！ BASICSリスニング基本30のルール
絶対『英語の耳』になる！ リスニング50のルール
絶対『英語の耳』になる！ リスニング50のルール 実践トレーニング編

リスニング

英語学習コンテンツ［ENGLISH TRAINING GYM 対応コンテンツ］

英語応対能力検定®公認教材　とにかくひとことまちかど英会話
発音トレーニング
デイビッド・セインのデイリースピーキング 日常会話・トラブル 編
デイビッド・セインのデイリースピーキング 買い物・レストラン・接客 編
デイビッド・セインのデイリースピーキング オフィス・海外出張・留学 編
デイビッド・セインのデイリースピーキング 日本紹介・異文化理解 編
しゃべって身につく 英会話スキット・トレーニング［電子増補版］

スピーキング

5 6※画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なる場合があります。　※機種により収録コンテンツは異なります。　

［ホーム］ホーム画面に戻ります

［ソクキク］
表示されたリストを選んで音声を再生します

［機能メニュー］
機能メニュー画面が開きます

［戻る］

［決定］

ネイティブスピーカーの発音を収録し、実践的なリスニング学習が可能。英単語約10
万語ネイティブ発音のほか、例文の発音も豊富に収録しています。

ネイティブの発音が聞ける

薄型ボディで軽量化を実現。さらに、ダイヤ型の
加工を背面に施し、持ちやすさも向上。様々な
学習シーンに対応します。

優れた携帯性を実現
別売の追加コンテンツ（CD-ROM）をパソコン※とUSB接続して、教材を増やすことが
できます。接客業向けの英語応対能力検定®公認教材などをラインアップ。

教材を増やせる

※1 リチウムイオン充電池使用時。お買い上げ後、はじめて満充電にした状態で使用温度25℃の場合［使用条件：電池寿命約14時間→音声出力を表示OFFで繰り返したとき。電池寿命約8時間→1時間中、表示ONで音声出力（画面の明るさ3）
　   20分間／表示OFFで音声出力40分間を繰り返したとき］。繰り返し使用すると電池寿命は徐々に短くなります。また、低温下で使用すると電池寿命は短くなります。電池寿命は、おおよその目安です。また、使用コンテンツ、使用環境、使用方法  
      （画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出入力の使用回数）により変動します。

【仕様】　
［液晶画面サイズ］528×320ドット  ［大きさ］幅150.0×奥行93.0×高さ15.0mm  ［質  量］約180g  ［電  源］リチウムイオン充電池（内蔵）、USB-ACアダプター（AD-XA05）  
［電池寿命※1］約14時間／約8時間  ［付属品］専用マイク付きイヤホン（φ3.5mmプラグ）、USB-ACアダプター※2、USBケーブル（USB-ACアダプター用、追加コンテンツ転送用）

※2 製品は日本の安全規格に基づいて製造されています。それぞれの国（地域）の規格は国（地域）ごとに異なっています。そのため日本で購入された製品を海外でご使用になる場合は、ご使用になる国（地域）の電気事情をご確認のうえ、
　　お客様の自己責任においてお使いください。海外でご使用になる場合は、本機付属の専用USB-ACアダプター（AC100～240V、50/ 6 0Hzに対応）をご使用ください。本機 を ご使用になる国（地域）によってはACアダプターのプラグ形状が
　　異なりますので、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。

リモコンとマイクがついており、発音の録音や、
音声の操作を手元で行えます。画面を消灯した
状態でも音声を再生できるので、本体をカバン
に入れたまま英会話学習することもできます。

便利なリモコン/マイク付きイヤホン

※裏面の［パソコンの動作環境］をご覧ください。
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80コンテンツ 英単語約10万語
ネイティブ発音XDR-S1

オープン価格

ジーニアス英和、和英辞典を収録し、画面の
ソフトキーボードを使って意味のわからない
単語や熟語などをスピーディーに調べることが
できます。

言葉の意味も調べられる

［電源］

［マイク］

[タッチ入力に適した画面レイアウト]

［マイクロUSB端子］

［スピーカー］

［お気に入りコンテンツ登録］
登録したコンテンツを呼び出します

［ENGLISH TRAINING GYM］

スタイリッシュなデザイン＆優れたパフォーマンス

※掲載順は50音順です。 記載内容は、2017年10月現在のものです。

私たちはエクスワードライズをおすすめします
シェーン英会話
プリンシパル（校長）
アレックス・コックス

毎日英語に触れることが上達のカギ

東洋学園大学教授
大西 泰斗

十分な実力を培える持ち歩く英会話学校
NHK講座あり、発音練習あり、辞書ありのエクスワード
ライズは、まさに持ち歩ける英会話学校。会話力は、どれだけ
文の言い回しが頭に入っているかに比例します。多彩な教
材を利用して単語や文章を頭に叩き込む必要があります。
エクスワードライズは、通勤時間、昼休み、外出時、帰宅後
と、時間や場所に縛られずに1日を通して学習できます。
ネイティブとの実際の会話の前に、十分な実力を培うことが
可能です。

筑波大学大学院文芸言語研究科博士
課程修了。オックスフォード大学言語
研究所客員研究員などを経て、現在は
東洋学園大学教授。NHK語学番組の
講師などわかりやすく伝える教授法に
定評があり、著書も多数執筆。

人の声の周波数帯域である低音域を強化した、
独自開発構造となる２つのスピーカーを搭載

XDR-S1GD（ピンクゴールド）
JANコード：4549526 604461

XDR-S1GN（オリーブグリーン）
JANコード：4549526 604485

〈背面〉 〈背面〉

XDR-S1WE（パールホワイト）
JANコード：4549526 604492

〈背面〉 〈背面〉

XDR-S1GY（メタリックグレー）
JANコード：4549526 604478

特許出願中

英会話習得のためには、できるだけ毎日英語に触れることが
大切です。エクスワードライズは、優れた教材が搭載されて
いることに加え、学習する時間や場所など自分の生活スタ
イルに合わせて、毎日英会話に触れ、学ぶことができます。
また、自分に合った学習プランを選べたり、学習履歴や
進捗状況の確認もできるので、能率良く英会話を習得する
ことができますね。

目標スコア別に学習内容がプランニングされた「トレジム
プラン」と問題集まで揃っている収録内容の組合せは
TOEIC®テスト攻略にベストマッチ。進捗状況も管理して
くれるので、「最近はいい感じで学習を続けてこられている
な」という安心感も与えてくれます。初級者～中級者は、10
時間の学習でスコアは平均約10点アップします。エクス
ワードライズなら、隙間時間も有効活用できますよ。

大学・企業研修講師
濱崎 潤之輔

TOEIC®テスト攻略の心強い相棒です

TOEIC® Listening & Reading Testで
満点（990点）を50回以上取得している
TOEIC®テスト対策のプロフェッショナル。
大学・企業研修講師であり、書籍編集者
でもある。早稲田大学政治経済学部経済
学科卒業。「ハマー」の愛称でおなじみ。

英語応対能力検定®
対応学習機


