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このたびは、「電子辞書 DF-Xシリーズ」をお買上げいただきまして、まことにありがと
うございます。
ご使用になる前にあるいはご使用中に、本書および「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

「取扱説明書」は下記、弊社ホームページからダウンロードできます。

セイコーインスツル株式会社 ホームページ
http://www.sii.co.jp/
本製品に関する最新情報ホームページ
http://www.sii.co.jp/cp/

商標について
 ● Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその
他の国における登録商標または商標です。
 ● microSD、microSDHCはSDアソシエーションの商標です。
 ● その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標ならびに登録商標です。

本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。
不要になった電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電
池リサイクル協力店へお持ちください。

＜最寄りのリサイクル協力店へ＞
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
ホームページ：http://www.jbrc.com

© セイコーインスツル株式会社
･本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
･本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
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表示文字、画面について
実際の表示画面は改良のため、本書に使用している説明用画面と多少異なる場合があ
ります。予めご了承ください。

（表示字体と印刷字体の違いについて）
＊ 表示される文字は、印刷字体と異なる場合があります。

TFT液晶画面について
液晶画面は、有効画素99.99％以上の高精密度管理の下に製造されておりますが、ごく
わずか（0.01％以下）の画素で点灯しなかったり、常時点灯する場合があります。また
特性上、見る角度によって明るさにむらが見える場合があります。
これらは、故障ではありません。予めご了承ください。

お客様のオリジナルデータについて
予期しない外部要因の影響を受けた時、もしくは故障修理によってお客様のオリジナ
ルデータが変化・消失する場合があります。
大切なデータやオリジナルコンテンツ等は定期的なバックアップをおすすめします。

この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、著作権法によって保護
されており、この電子辞書で利用可能な内容の無断転載は禁じられています。ま
た、私的使用の範囲を超えての複製は禁じられています。この電子辞書に格納され
ている各辞典のデータを引用する場合には、引用の目的上正当な範囲内とし、出典
名・発行所を必ず明記してください。
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安全上のご注意
ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ
さい。
本書では、本機を正しくお使いいただき、使用するかたや周りの人への危害や損
害を未然に防止するために、下記のマ－クを付けています。

マークについて

警告
この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、
使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示してい
ます。

注意
この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、
使用者が障害を負ったり、本機の破損、デ－タの損失など使用
上に重大な物的損害をこうむる可能性があります。

この記号のある説明は、禁止事項（してはいけない）を表しま
す。禁止内容にあてはまるような使い方は、絶対に行わないで
ください。

この記号のある説明は、本機を正常に使用するために、必ずし
なければいけない行為です。説明に従って正しく行ってくだ
さい。

取り扱い上のご注意
下記の事項に当てはまるような使いかたは絶対に行わないでください。故障、変
形等の原因となります。

次のような場所での使用や保管、放置
• 直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度が非

常に高いところ（特に夏期直射日光下でしめきった車のシートや
ダッシュボードの上など）

• ホコリの多い場所/風呂場など水滴、湿けの多いところ/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

• 病院内や航空機内などの携帯電話の使用が禁止されているところ
磁気カード類に近づけない
磁気カード（キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカー
ドなど）と一緒に持ち歩いたり、保管しないでください。スピーカー
の磁気（磁力）により磁気カードが使えなくなることがあります。
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医療電子機器に近づけない
ペースメーカーなどの電子機器をお使いの方は、本機を胸ポケット
に入れての持ち運びはお避けください。ペースメーカー等に磁気（磁
力）の影響を与えることがあります。また、磁気（磁力）で医療電子機
器や周辺の電子機器等に影響を及ぼす恐れがありますので近づけな
いでください。
上に重いものを置かない
表示部表面を強く押したり、本などの重いものを載せないでくださ
い。
曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃を与えたりしな
い
キーを、先のとがった硬いもので操作したり、必要以上に強
く押さない
飲物等をこぼさない
コーヒー、ジュース等を飲みながら操作するときは、ご注意ください。

改造したり、ご自分での修理はしない

合成皮革製品、ゴム製品等と密着させて長期間の使用や保管、放
置をしない
• 化学変化等により双方が融けてくっついたり、変色したりして本

機表面を傷めることがあります。
• 表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の

揮発性溶剤やぬれた布は、使用しないでください。変質、変色等で
表面の仕上げを傷めることがあります。

• お手入れの際はきれいな柔らかい布などを使用してください。特に汚れがひど
い場合は、水に浸した布を固く絞っておふきください。

• 寒いとき暖房をつけた直後など、表示部表面に露（水滴）がつく場合がありま
す。乾いたきれいな柔らかい布などで軽く拭きとってから使用してください。

• はじめてお使いになるときは、付属のACアダプタで内蔵のリチウムイオン電
池をフル充電し、「リセット」スイッチを押してからお使いください。

• 本機へのカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってくださ
い。データが破壊されたり、故障することがあります。

• 電池を除いた本体を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するよう
お願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。
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ご注意とお願い

リチウムイオン電池について
本機は、充電式のリチウムイオン電池を使っています。
電池が充電できなくなった場合など、電池の交換に関しては、セイコーインスツ
ル株式会社「CPサービスセンター」へご相談ください。

リチウムイオン電池の取りはずし方
① 本機底面の電池カバーに付いてい

るネジ（2本）を取りはずします。
② 電池カバーを指で軽く押しなが

ら、矢印の方向へスライドさせて
取りはずします。

③ 電池を取りはずします。

警告
万一、漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い
流し、目に入った時は、きれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治
療を受けてください。

付属のACアダプタとUSBケーブル以外で本機を充電しないでくださ
い。

不要になった電池は、本体と一緒に廃棄せず、充電式電池リサイクル協
力店へお持ちください。

本機やACアダプタの温度が高くなる場合があります。低温やけどの
原因となりますので本機やACアダプタに長時間触れないでください。

電池カバー

ネジ
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充電について

必ず付属のACアダプタ、USBケーブルを使って、内蔵のリチウムイオ
ン電池を充電してください。

水のかかる場所等では、絶対に使用しないでください。感電や事故の原
因になることがあります。

ACアダプタの上に布団、毛布などを置いての使用や、熱器具の近くで
は使用しないでください。発熱・変形・故障等の原因になることがあ
ります。

異常を感じたら、すぐ使用を中止してください。

ACアダプタの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。

ご使用にならない時は必ずACアダプタをコンセントから抜いてくだ
さい。
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無線LANについて
本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、
技術基準適合証明を受けています。したがって、本機を使用する際に無線局の免
許は必要ありません。
本機に貼ってある証明ラベルは、はがさないでください。
本機に内蔵されている無線LANは、日本国内での使用を目的に設計されてあり
ます。したがって、海外では使用しないでください。

無線LAN周波数について
本機は2.4GHz帯の周波数を使用しています。この使用周波数帯では、電子レン
ジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を
要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されて
います。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力

無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事

例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を
停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パー
ティションの設置など）についてご相談して下さい。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア
無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと
が起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

　連絡先：CPサービスセンター

本機が使用する周波数帯は、裏面に記載してあります。見方は次の通りです。

 2.4  DS/OF  4
① ② ③

④

① 「2.4」 ： 2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
② 「DS/OF」 ： 変調方式を表します。DSSS方式：DS、OFDM方式：OF
③ 「4」 ： 想定される与干渉距離を表します。(40m以下)
④ 「  」： 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可
能であることを意味します。
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無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関して
無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等
と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であ
れば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届
くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発
生する可能性があります。 
■ 通信内容を盗み見られる 
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
・メールの内容 
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 
■ 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 
・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 
・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 
などの行為をされてしまう可能性があります。
本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた
めのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティ
に関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少
なくなります。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お
客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用
することをお奨めします。

無線LANの安全上のご注意
次の場所では無線LAN機能を無効にしてください。
• 満員電車などの混雑した場所
• 病院などの医療機関の中
• 医療用電子機器の近く
• 航空機内
電波の影響で心臓ペースメーカー、医療用電子機器、航空機の機器に影響を与
え、事故の原因となるおそれがあります。
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タッチパネル使用上のご注意
必要以上に強い力でタッチしないでください。故障の原因になります。
画面上に重いものを置かないでください。故障の原因になります。
汚れた指でタッチしないでください。パネルが汚れると正常に動作しなくなる
場合があります。
タッチパネルの表面にフィルムなどを貼らないでください。正常に動作しなく
なる場合があります。
＊ 静電容量式タッチパネルのため、感圧式用のスタイラスペンは使用できません。

カードスロットについて
本機には、追加辞書用のシルカマイクロカード*（別売）および市販のmicroSD
カード、microSDHCカード用のカードスロットがあります。
＊ シルカは電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

2GBまでのmicroSDカード、4GB〜32GBのmicroSDHCカー
ドが使用できます。

注意
　乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

イヤホン使用時に関するご注意
イヤホンを使用する場合は、大きな音量で長時間続けて聞かないように注意し
てください。
イヤホンを装着した状態で電源のオンオフ、プラグの抜き差しを行わないでく
ださい。耳を傷める原因となることがあります。

健康のために
健康のために、次のことを守って使用してください。
• 直射日光が画面に当たる所では使用しないでください。
• 長時間使用する場合は、十分な休憩を取り、目を休めてください。
• 新聞が読める程度の明るさの場所で使用してください。
• 明暗の差の大きい所では使用しないでください。
• 本機を使用中に疲労感や痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してくだ

さい。
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ご利用の準備

各部の名称と役割

前面

電源ボタン（ 　）

スピーカー

キーボード

ディスプレイ
（タッチパネル）

側面
ボリューム調整ダイヤル
音声のボリュームの調整やMP3
データの再生 /一時停止をします。

イヤホンジャック
イヤホンの挿入口です。

USB接続端子
付属のUSBケーブルを差し込みます。

ストラップ取り付け穴
市販のストラップを取り付けます。

カードカバー
microSDメモリ―カード、
microSDHCメモリ―カード
を装着します。
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キーボード

①

⑮

⑭ ⑨

⑧

⑦

②

⑬ ⑫ ⑪ ⑩
辞書モードキーはモデルによって名称が異なる場合があります。

③ ④ ⑤ ⑥

①電源ボタン
電源の入/切を行います。

②一括検索キー
複数の辞書を一括検索する機能を選択します。

③辞書モードキー
各辞書を表示します。

④お気に入りキー
登録したお気に入りの辞書のモードを選択します。

⑤メニューキー
各種設定を行います。

⑥削除キー
文字を削除します。

⑦ハイフンキー
ハイフン、長音を入力することができます。

⑧チェックキー、？または＊
（1） チェックボックスにチェックマークを付けます。
（2） TOEFL®テストの単語、キーワード、イディオム、慣用

表現にチェックマークを付けます。
（3） 「？」：スペルがわからないとき、1文字の代わり

に使います。
（4）「＊」：スペルがわからないとき、複数文字の代わり

に使います。
 「＊」を入力するときは、shiftキーを押した状態で

＊キーを押します。

⑨十字カーソルキー
メニューや選択項目の移動に使用します。

⑩決定/訳キー
（1） 見出し語を決定して解説/訳を表示します。
（2） 機能を決定して実行します。
（3） 発音 マークの付いている単語や一部の英単語を

発音します。

⑪spaceキー
空白を入力します。

＊ ctrlキーを押した状態でspaceキーを押すと、 
　　　　　　　　が切り替えられます。切り替え
は入力モードが「漢」の状態か、ドキュメントライ
ター使用時のみ有効です。

⑫戻る/escキー
ひとつ前の状態（画面）に戻ります。

⑬スペルキー
英単語のスペルをチェックします。

⑭ctrlキー●
⑮shiftキー●

＊ ctrlキ ー を 押 し た 状 態 でshiftキ ー を 押 す と、
normal→caps lock→num lockが切り替えら
れます。

あ A A→→
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充電する
本機を初めてお使いになるときは、必ず充電してからご使用ください。

1 USBケーブルをACアダプタに差し込み
ます。

2 USBケーブルを本機のUSBコネクタに
差し込みます。

3 ACアダプタをコンセントに差し込みます。
本機左側にある充電ランプが赤色に点灯します。

＊ 充電が完了すると、充電ランプが緑色になります。
＊ フル充電にかかる時間は、空の状態から約5時間です。

4 充電が終わったら、本機からUSBケーブルを抜き、コンセントからACアダプ
タを抜きます。

リセット操作をする
充電後、本機を初めてご使用になるときは、必ずリセット操作を行ってください。

本機裏面のリセットスイッチ（丸い穴）を
先の細い棒（芯を出さない状態でのシャー
プペンシルの先やボールペンの先など）で
押します。
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基本操作

電源の入れかた/切りかた
スタンバイモード: 表示が消えて待機している状態です。起動が速くなります

が、電池の寿命が短くなります。

オフモード: 完全に電源が切れている状態です。電池寿命が長くなりま
すが、起動時間が長くなります。

電源の入れかた

●オフモードからの電源の入れかた
本機を開いて電源ボタンを押します。(長押
し1秒）
SIIロゴなどが表示された後、ホーム画面が
表示されます。

●スタンバイモードからの電源の入れかた
下記のいずれかの方法で電源を入れること
ができます。
A.●電源ボタンを押す
前に使っていたときの最後の状態が表示され
ます。
B.●本機を閉めた状態から開ける
前に使っていたときの最後の状態が表示され
ます。
C.●辞書モードキーを押す
使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。

電源の切りかた

●オフモードにする場合

1 ディスプレイに「  電源を切る」が表示されるまで電源ボタンを長押しします。

2「端末の電源をOFFにします。」で「OK」を選択します。

●スタンバイモードにする場合
本機を閉めるか、または電源ボタンを押します。

電源ボタン ( 　)
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タッチパネルの操作
ディスプレイ（タッチパネル）を直接指で触り、操作をすることができます。
主な操作のしかたは次の通りです。

●タップ ●スライド

軽く叩くようにディスプレイ
（タッチパネル）に触れます。
メニューの決定や選択、カーソル
の移動などができます。

ディスプレイ（タッチパネル）に触
れたまま、指を動かします。
メニュー表示中に画面をスクロー
ルできます。

●ピンチ(指の間隔を広げる/狭める) ●フリック(素早くスライド)

2本の指でディスプレイ（タッチパ
ネル）に触れ、指と指の間を広げた
り、狭めたりします。
画面の拡大/縮小ができます。

ディスプレイ（タッチパネル）に
触れ、指を素早く動かし指を離し
ます。
辞書の訳画面でスクロールを行う
ことができます。
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ホーム画面
⑤

⑥

①

②

③

④

① 入力エリア 成句検索をします。また、優先して検索する辞書の順番をアレンジできます。（フレ
キシブルサーチ）

英数字入力を選択します。

ひらがな入力を選択します。

漢字入力を選択します。

手書き入力を選択します。
＊辞書モードでは、選択している文字の種類での手書き入力となります。

② 見出し検索 見出し検索をします。また、優先して検索する辞書の順番をアレンジできます。（フ
レキシブルサーチ）

③ 例文検索 例文検索をします。また、優先して検索する辞書の順番をアレンジできます。（フレ
キシブルサーチ）

④ 成句検索 成句検索をします。また、優先して検索する辞書の順番をアレンジできます。（フレ
キシブルサーチ）

⑤ ステータスバー 時刻、電池残量、入力モード、無線LANアイコンが表示されます。

⑥ 以下の方法で補助メニューが表示されます。

① を上にスライドさせる。
②【ctrl】+【↑】で表示。（【ctrl】+【↓】で非表示。）

登　録 ：検索した見出し語を単語帳に登録します。

単語帳 ：単語帳を表示するモードへ移行します。

履　歴 ：一度検索した語句が表示されます。
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メニュー画面
メニューキーを押すとメニュー画面が表示されます。
辞書モードの選択や各種設定ができます。

* X9000 の画面です。

日付・時刻を設定する
本機の日付と時刻を設定します。

1 メニューキーを押します。
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2 メニューから【ツール】→【設定】
を押します。右の一覧から「シス
テム設定」を選択します。

3「日付と時刻」を選択し、【決定】を
押します。

4「日付設定」を押し、西暦・月・日
をタッチパネルで選択し、【設定】
を押します。

5「時刻設定」を押し、時・分を選択
し、【設定】を押します。
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無線LANに接続する場合
本機でブラウザを使う場合には、無線LANの設定し、インターネットに接続する必要
があります。詳しい設定方法は「取扱説明書」を参照してください。

1 メニューキーを押します。

2 メニューから【ツール】→【設定】
を押します。右の一覧から【シス
テム設定】を選択します。

3「無線LAN」を選択します。

4「無線LAN」をONにします。
OFF ON

ONにすると接続可能な無線
LANネットワークの検出が始ま
り、接続可能なアクセスポイント
が表示されます。
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5 無線LANネットワークを選択し
ます。
セキュリティ設定されたネット
ワークを選択した場合は、パス
ワードを入力します。

6【接続】を押します。
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ウィルス対策ソフトをインストールする場合
本機にはウィルス対策ソフト（Dr.Web anti-virus Light）がインストールできる状態
に準備されています。ご使用になる場合にはインストールを行う必要があります。
インストール方法およびデータベースの更新方法は次の通りです。

1 メニューキーを押します。

2 メニューから【ツール】→【ファ
イル管理】を押します。右の一覧
から【ファイル管理】を選択しま
す。

3【DrWeb.apk】を押します。

4【インストール】を押します。
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5【開く】を押します。

6 利用規約をよくお読みになり、
【同意】を押します。

7【SplDer Guard】を押します。

8 ウィルスデータベース更新を押
して、データベースを最新化しま
す。
このとき、無線LANに接続され
ている必要があります。
無線LANに接続されていない場
合は「無線LANに接続する場合」
を参照し、接続してください。
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PASORAMAを使う
本機に収納されている辞書データをパソコンの画面上で検索することができます。
最初にパソコンにインストールが必要です。
インストール方法については別紙のインストールガイドを参照してください。

PASORAMAの使いかた
PASORAMAの検索窓を使って本機の辞書データを検索することができます。
検索窓は標準モードとミニ辞書モードに切替えることができます。

PASORAMAの主な機能

接続 PASORAMAの接続、切断、終了を行います。
編集 文字列のコピー、入力フィールドへの貼り付けを行います。
設定 文字サイズ、配色、例文検索、優先表示辞書、ミニ辞書、訳表示切替、ク

リップボード検索、履歴の消去、インターネット検索の各種設定を行い
ます。

その他 著作権表示、バージョン情報を表示します。
検索モード 各種検索モードと辞書モードを選択します。
コピー 文字列のコピーを行います。
貼り付け（＊） 入力フィールドへの貼り付けを行います。
成句・熟語 成句や熟語を表示します。
スペルチェック 入力文字のスペルチェックを行います。
ミニ辞書モード切替 簡単な機能に絞ったミニ辞書画面に切替えます。
戻る ひとつ前の状態に戻ります。
表示切替 全文表示と標準表示を切替えます。
クリップボード検索 クリップボード上の文字列を検索。モードの有効/無効を切替えます。
文字サイズ 画面表示の文字サイズを切替えます。
インターネット検索 インターネット上で入力フィールドにある文字列の検索をすることが

できます。
注）パソコンがインターネットに接続された環境が必要です。
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故障かな？と思う前に
本機の具合がわるいときは、この表でチェックしましょう。それでも正常に動作しない
ときは、弊社「CPサービスセンター」にご相談ください。

症状 原因 直しかた

 ●表示が出ない
 ●文字が正しく表示され
ない
 ●正常に動作しない

電池残量がない 電池マークで電池残量を確
認し、電池を充電してくだ
さい。

－ 本機の裏にあるリセットス
イッチ（丸い穴）を細い棒で
押して、リセット操作を行
なってください。

 ●表示文字がでない、また
は見えにくい
 ●画面が暗い
 ●表示文字が尾をひく
 ●検索中に表示文字が薄
くなる

電池残量が少ない 電池マークで電池残量を確
認し、電池を充電してくだ
さい。

 ●電池の消耗が異常には
やい
 ●動作が不安定で表示に
時間がかかる
 ●動作停止

－ 本機の裏にあるリセットス
イッチ（丸い穴）を細い棒で
押して、リセット操作を行
なってください。

 ●リセット操作をしてい
ないのにリセット時の
画面が表示される

電池残量が少ない 電池マークで電池残量を確
認し、電池を充電してくだ
さい。

 ●音が聞こえない、聞きに
くい

ボリュームの調整が適切で
ない

ボリュームの調整をしてく
ださい

電池残量が少ない 電池マークで電池残量を確
認し、電池を充電してくだ
さい。

イヤホンがきちんとつなが
れていない

イヤホンジャックに確実に
つないでください
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仕様一覧

表示構成 800×480 WVGA TFTカラー液晶
画面サイズ　（縦）69mm×（横）112mm

キー QWERTY配列プラスチック48キー

タッチパネル 静電方式

使用温度範囲 0℃〜40℃

使用電池 充電式リチウムイオン電池
付属ACアダプタによる充電方式
充電時間：約5時間（空状態からフル充電まで）

電池寿命 約11時間（連続表示）
約10時間（繰り返し表示）
測定時の温度条件：常温
繰り返し表示とは、1時間当たり表示状態を55分、検索を5分間行っ
た場合

スピーカー ダイナミックスピーカー内蔵（ステレオ）

イヤホン 3.5Φ（ステレオタイプ）

無線LAN 準拠規格：IEEE802.11b/g/n
周波数帯：2.4GHz
チャンネル：1〜13チャンネル
セキュリティ：64/128ビットWEP、WPA/WPA2（TKIP/AES）
通信距離：最大50m

（通信距離は、本機の使用条件や設定によって異なる場合があります）

対応パソコン Microsoft Windows XP, Vista, 7

ユーザーメモリ
領域 1GB

外部接続端子 USB（マイクロBコネクタ）

メモリスロット microSD（2GB） / microSDHCカード（4GB〜32GB）

サイズ （閉）146(W)×108(D)×24(H)mm　最厚部
12.5(H)mm　最薄部

重さ 約360g（充電式リチウムイオン電池込み）
＊製品仕様は、予告なく変更する場合があります。
＊電池寿命は、ご使用状態により変動することがあります。
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保証、修理等について

保証について
1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しします。必

ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してくだ
さい。

2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証期間内でも有料になることがありますので、内容
を良くお読みください。

3. 本機のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者か
らのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負えません。

4. 権利者の許諾を得ることなく、本機のソフトウエアおよび取扱説明書の内容全部または一部を
複製、および賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本機に故障が生じた場合、弊社は本機の保証書
に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本機の故障、誤操作等によりデータ等が
正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましては、弊社は一切その責任を負えま
せんので、予めご了承ください。

修理等について
1. 本機の具合が悪いときは、この説明書をもう1度お読みになってお調べください。それでも具合

が悪いときは、お買上げ店または弊社「CPサービスセンター」にご相談ください。ご相談の時は
お買上げ日、製品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。

＊ 修理は、故障内容の詳しいメモ等を添えて、お買上げ店へ製品と保証書をご持参、または弊社
「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申付けください。

＊ 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承
ください。郵送の際は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。

＊ 修理に出した場合は、原則として履歴や単語帳のデータが消去されます。大事なデータは、修理
に出される前にお客様ご自身で控えを取ったうえで修理に出されることをお勧めします。弊社
では消去後のデータの復活はできませんので、予めご了承ください。

2. 保証期間内の修理について
     保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
＊ お買上げ日、製品名、型番、故障内容等できるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能

等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機
能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

＊ 修理等のご相談、お問い合わせは下記にお願いします。

セイコーインスツル株式会社 「CPサービスセンター」 
〒272- 0023　千葉県市川市南八幡3-21-10
電話：047（320）4696

［受付時間］9:00〜12:00　13：00〜17：00 月曜日〜金曜日（土・日・祝日を除く）
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無料修理規定
1. 保証期間はお買上げの日より1年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場

合には、お買上げの販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、お買上げの販売店へ

製品と、この保証書をご持参または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申
し付けください。

4. 弊社へご郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますの
で予めご了承ください。

＊ ご郵送の際には適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。

5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼に
なれない場合は、弊社「CPサービスセンター」に製品と、この保証書をご郵送くださ
い。

6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
① この保証書のご提示がない場合、お買上げの年月日・お客様名・お買上げ販売店

名の記入がない場合、及びこの保証書の字句を書替えられた場合
② 他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障及び損傷
③ お買上げ後の輸送、落下、電池の液漏れ（含付属サービス電池）などによる故障及

び損傷
④ お取扱い上の不注意（表示画面ガラス割れ等）による故障及び損傷
⑤ 火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障及び損傷
⑥ 一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障及び損傷
⑦ 付属品（電池等）の消耗、液漏れ等による故障及び損傷
⑧ ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
⑨ ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障及び損傷

7. 付属のイヤホンは、保証の対象には含まれていません。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
＊ この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。した

がってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
＊ 日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保

証書を添付の上、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は、有料となりま
すので予めご了承ください。

＊ 保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がありましたら、お買上げの販売店、または
弊社「CPサービスセンター」にお問い合わせください。



スタートアップガイド
電子辞書 DF-Xシリーズ

保証書付

お客様へ
お買上げいただき、まことにありがとうござ
いました。
本機をご使用いただく前に、必ず別紙の「ソフ
トウェア使用許諾契約書」をお読みください。
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