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報道関係各位                          2017 年 11 月 1 日 
 

 

新形状ボディと学習支援機能の強化で継続的な学びをサポート 

学びやすさを追求したデジタル英会話学習機 2 機種 
   

 

 
 

EX-word RISE XDR-S1 joy study JY-S01 
 

カシオ計算機は、デジタル英会話学習機の新製品として、すぐにリスニング学習を開始できる
ソクキク機能を搭載した『EX-word RISE（エクスワードライズ）XDR-S1』と、英語文章の発音
判定機能を搭載した『joy study（ジョイスタディ）JY-S01』を、11 月 17 日に発売します。 
 
当社は、気軽にリスニング学習できるポケットサイズの「joy study」を 2015 年から、英
語学習の進捗状況管理機能を備えた手のひらサイズの  「EX-word RISE」を 2016 年から
展開するなど、デジタル英会話学習機に積極的に取り組むことで、英会話を学びたい方々
を支援しております。 
 
今回ご案内します『EX-word RISE XDR-S1』と『 joy study JY-S01』は、英会話学習に最
適なボディ形状を追求した新デザインを採用。さらに、学習支援機能の拡充を図ること
で、通勤時間などを有効活用した継続的な学びをサポートするデジタル英会話学習機です。 
 
EX-word RISE XDR-S1 

従来機種(XDR-B20)から約3割の軽量化を実現したスタイリッシュなボディに、通勤電車など
でリスニング学習を始める際に役立つ、ソクキク機能を搭載しました。「TOEIC® テスト非
公式問題集 至高の400問」などTOEIC® LISTENING AND READING TESTの対策コン
テンツ10種類をはじめ、全80コンテンツを収録。レベルや目的別に英語教材を組み合わせた
トレジムプラン（関西大学 外国語学部 教授竹内理氏 監修）は、初心者向けからTOEIC®

テストでハイスコアを目指すプランまで21種類を収録しており、自分にあった教材で学べます。 
 
joy study JY-S01 

優れた携帯性と手軽さから好評を得ている「joy study JY-L02」の上位モデルです。英語文章の
発音判定機能と進捗管理機能、そしてカラー液晶画面を“joy study”として初搭載。人気英語
教材本の著者であるデイビッド・セイン氏の「デイリースピーキング」（4 冊）、「聞いて覚える」
をコンセプトにしたキクタン/キクジュク/キクタン英会話シリーズ（11冊）、基本的なおもてなし
英語力を総合的に評価する英語応対能力検定®公認教材（5冊）の全 20コンテンツを収録しました。 

 

製品名 カラー コンテンツ数 発音判定 メーカー希望小売価格 発売日 年間生産台数 

EX-word RISE 
XDR-S1 

4色 80 
文章単位 

単語単位 
オープン 11月 17日 

50,000台 

（2機種計） joy study 
JY-S01 

2色 20 文章単位 
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【EX-word RISE XDR-S1の主な特長】  

 

■持ちやすさを追求したスタイリッシュボディ 

ボディデザインを一新し、従来機種(XDR-B20)から約3割の軽量化を実現。奥から手前
に向かって薄くなる形状と、背面に施されたダイヤ型の加工により、スタイリッシュ
で持ちやすいデザインに仕上げました。本体カラーは、ダイヤ型の加工が引き立つ4色
（ピンクゴールド/パールホワイト/メタリックグレー/オリーブグリーン）を取り揃えています。 

 

■リスニング教材をすぐに呼び出せるソクキク機能  

正面右側のヘッドホン型アイコンに触れると、リスニング教材を一覧表示。いま聞きたい教
材を選べば、リスニング学習を開始できます。付属の専用イヤホンにはリモコンとマイクも
付いており、カバンに入れた本体をリモコンで操作可能。リスニング教材の音声操作や、
発音の録音操作などが手元で行えるので、通勤時間など様々な場面で学習に取り組めます。 

 

■TOEIC®テストのスコアアップを支援する充実のコンテンツ  

TOEIC®テスト研究をリードする講師 3 人（ヒロ前田氏/テッド寺倉氏/ロス・タロック氏）
が練り上げた「TOEIC®テスト非公式問題集  至高の 400 問」など 6 種類の対策コンテン
ツ収録。目標スコア別に編集された「キクタン TOEIC® TEST＜新形式対応＞」4 冊も
収録しており、合計 10 種類の TOEIC® LISTENING AND READING TEST 対策コン
テンツで、スコアアップを支援します。また、ボキャブラリー/スピーキング/リスニング
力を磨くための教材も豊富に収録しました。さらに、追加コンテンツ(CD-ROM)も別売
で用意。本機をパソコンと USB 接続して、教材を追加できます。  

 

 

■自分のレベルに合った教材で英語を学べる21種類のトレジムプラン  

自分の英語レベルに適したコンテンツの組み合わせを教えてくれるトレジムプラン
（関西大学  外国語学部  教授竹内理氏  監修）の拡充を図り、初心者向けからTOEIC® 

LISTENING AND READING TESTで990点を目指すプランまで、21プラン（XDR-B20は
18プラン）を搭載。プラン内の学習進捗状況も一覧でき、バランス良く英会話を学べます。 

 

【 joy study JY-S01の主な特長】  

 

■自分の発音を多角的に分析できる発音判定機能  

“EX-word RISE”で好評を得ている、英語文章単位の発音判定機能を搭載※しました。
発音判定専用に収録された約 220 例文に加えて、「デイビッド・セインのデイリー
スピーキング」「とにかくひとこと英会話」の例文にも対応。対応する文章を録音す
れば、音読時間 /脱カタカナ英語度 /子音の強さ /メリハリ /なめらかさの 5 要素に基づ
いて採点し、レーダーチャートで視覚的に判定結果を表示します。  

※英単語単位の発音判定には対応しておりません。 

 

■進捗管理機能と優れた使い勝手で継続的な学習を支援  

学習コンテンツの進捗状況を、カラー液晶画面で視覚的に確認できます。付属の専用イヤ
ホンはリモコン/マイク付きで、ポケットに入れた本体をリモコンで操作可能。収録音声の
再生・発音の録音などの操作などが手元で行えるので、様々な場面での学習に役立ちます。  

 

■英会話力を磨くのに役立つ20コンテンツを収録  

人気英語教材本の著者であるデイビッド・セイン氏の「デイリースピーキング」など、
好評発売中の“joy study”ベーシックモデル(JY-L02)に収録されている 10 コンテンツに
加えて、新たに 10 コンテンツを収録。キクタン /キクジュク /キクタン英会話シリーズか
ら 5 コンテンツと、英語応対能力検定®

※公認教材 5 コンテンツを新たに収録しました。 
 

※【英語応対能力検定®】 
相手の状況や意図を理解し、適切な英語を使って必要な案内やサービスができるかなど、基本的なおもてなし英語力を
総合的に評価する検定試験で、株式会社学び UP コミュニケーションズ（株式会社旺文社、カシオ計算機株式会社、
株式会社毎日新聞社の共同事業会社）が運営しています。接客業務の最前線に就く方々に向けた業種別（販売・飲食・
宿泊・鉄道・タクシー）試験と、街で道を尋ねられた時などを想定した一般試験の計６種類を用意。申込み時期などの詳細
は、「英語応対能力検定」の公式 Web https://otai-kentei.com/ で参照いただけます。 
「英語応対能力検定」は、株式会社学びＵＰコミュニケーションズの登録商標です。 
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【EX-word RISE XDR-S1の収録コンテンツ】 
 

ジャンル コンテンツ名称 

TOEIC®対策 
（6 コンテンツ） 

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 新形式問題対応 

ボキャブラリー 
（16 コンテンツ） 

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

スピーキング 
（6 コンテンツ） 

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/買い物・レストラン・接客 編/オフィス・海外出張・留学 編/日本紹介・異文化理解 編）、 

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、 
しゃべって身につく 英会話スキット・トレーニング 

リスニング 
（9 コンテンツ） 

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

その他 
（43 コンテンツ） 

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、 
ジーニアス英和辞典、ジーニアス和英辞典、和英：日本の文化・観光・歴史辞典、 
ゼロから始める英文法 （3コンテンツ）、ひとり歩きの会話集シリーズ （16コンテンツ） 他 

 
EX-word RISE XDR-S1 は、英語応対能力検定®公認学習機です。 
TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。この製品は ETSの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。 

 

【EX-word RISE XDR-S1の別売品】  
 

●主なオプション 

品番  品名  メーカー希望小売価格  

XDR-CC2 純正ケース  3,000円＋税  

XDR-PF2 液晶保護フィルム  1,600円＋税  

●追加コンテンツ（CD-ROM） 

品番  XDR-S1に追加できるコンテンツ メーカー希望小売価格  

XSR-OH25 
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 3,500円＋税  

XSR-OH26 
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 3,500円＋税  

XSR-OH27 
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 3,500円＋税  

XSR-OH28 
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 3,500円＋税  
 
※CD-ROM ドライブ搭載のパソコンが必要です。対応 OS：Windows® 7 / 8.1 / 10 

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。 
 

 

【 joy study JY-S01の収録コンテンツ】  
 

デイビッド・セインのデイリースピーキング 
（4 コンテンツ） 

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  

キクタン 
（4 コンテンツ） 

キクタン 【Entry】2000、キクタン【Basic】4000、 
キクタン 【Advanced】6000、キクタン 【Super】12000 

キクジュク 
（2 コンテンツ） 

キクジュク【Basic】1800、キクジュク【Super】3600 

キクタン英会話 
（5 コンテンツ） 

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】 

英語応対能力検定®公認教材 
とにかくひとこと英会話 

（5 コンテンツ） 

とにかくひとことまちかど英会話、とにかくひとこと接客英会話  販売編、 
とにかくひとこと接客英会話  宿泊編、とにかくひとこと接客英会話  飲食編、 
とにかくひとこと接客英会話  交通編  

 
joy study JY-S01 は、英語応対能力検定®公認学習機です。 
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【EX-word RISE XDR-S1のカラーバリエーション】  
 

    

XDR-S1GD（ピンクゴールド）  XDR-S1WE（パールホワイト）  
  

    

XDR-S1GY（メタリックグレー）  XDR-S1GN（オリーブグリーン）  

 

【 joy study JY-S01のカラーバリエーション】  
 

  

JY-S01GD（シャンパンゴールド）  JY-S01BK（ブラック）  

 

【新製品の主な仕様】  
 

製品名  EX-word RISE XDR-S1 joy study JY-S01 

液晶表示  透過型カラーTFT（横528×縦320ドット） 透過型カラーTFT（横320×縦240ドット） 

接続端子  専用イヤホン接続端子（φ3.5mm）、USBケーブル接続コネクター 

電源  リチウムイオン充電池（内蔵）、USB-ACアダプター（付属品） 

電池寿命※ 

約14時間 
音声出力を表示 OFF で繰り返した時 
約8時間 
1時間中 表示ONで音声出力（画面明るさ3）20分間 
/ 表示OFFで音声出力40分間繰り返した時  

約10時間 
「デイリースピーキングの3STEPで学習」を繰り返した時 

※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、低温下で使うと電池寿命は短くなります。  
使用コンテンツ、使用環境、使用方法により変動します。 

大きさ 幅150.0×奥行93.0×高さ15.0mm 幅66.0×奥行95.0×高さ12.0mm（ボタン部を除く） 

質量  約180g 約85g 

主な付属品  専用イヤホン（リモコン/マイク付き）×1、USB-ACアダプター×1、USBケーブル×1 
 
※本リリースに掲載した写真の高解像度データは、報道関係者専用サイト（ http://www.casio.co.jp/pressroom/ ）に用意しています。
報道関係者専用サイトへのアクセスには、ID・パスワードが必要です。広報部までお問い合わせください。 

 

ご掲載いただく際のお問い合わせ先…カシオ計算機 お客様相談室 TEL.03-5334-4948(デジタル英会話学習機専用) 

報道関係のお問い合わせ先…広報部  TEL.03-5334-4830（直通）   


