
１．ｽﾋﾟｰﾁの 動詞や目的語などの一部分 を無音にして繰り返し再生 

  ● 繰り返すたびに   違った場面をｲﾒｰｼﾞし 無音部分で 場面に合う言葉を発音 

Speak & Listen SPEATEN 

USB充電 
USBﾌｧｲﾙ転送 
ＭＰ３ﾌｫｰﾏｯﾄ 
15時間連続 
ﾏｲｸ録音 
AUX録音 
ｲﾔﾎﾝﾓﾆﾀｰ 
高性能ｽﾋﾟｰｶ内蔵 

価格 8，800円 （税込 送料別 ） 

付属品のｻｲﾚﾝﾄｲﾔﾎﾝ  

ｽﾋﾟｰﾄﾝ ﾌﾟﾚｰﾔ ｻｳﾝﾄﾞｻｲｴﾝｽ株式会社  soundscience.co.jp  0886-44-2222 
“ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ” で詳細検索 7770-8041 徳島市上八万町西山436番地 

２．長いﾆｭｰｽや交渉の会話で 重要な部分を  繰り返し再生 登録 
  ● 登録済みの   一つを選んで繰り返し再生 

繰り返し再生の 
ﾍｯﾄﾞ と ﾃｰﾙ は 

 0.025秒単位で微調整可  

他のﾌﾟﾚｰﾔとの違い 

３．練習したい発音のﾌﾚｰｽﾞを   自分で発音 繰り返し再生 
  ● 自分発音し   自分の耳で 発音を繰り返し確認  

４．通勤中を静かにﾘｽﾆﾝｸﾞ  

手始めに、ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔを使って； 
英語の歌を 二、三曲、丸覚えすることから始めてみませんか？ 
英語の符牒が自然に出るようになります （操作慣れします） 
 ● 目をつぶっていてもｽｲｯﾁ操作ができるようになります 

効果； 

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘの使いこなしができるように 

相手の話したいことが自然に口に出るように 

ｲﾒｰｼﾞの場面が考えずとも英語で出るように 

練習の成果が毎日確認できるように 

身の回りの教材何でも使えるように 



P1 
聴く 話す聴く 聴く 聴く 話す 聴く 聴く 聴く 話す 聴く 話す 聴く 話す 聴く 話す 聴く  

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ 

．．時は金   ｽﾄﾚｽ 地下鉄騒音  通勤時間 

退屈 待ち時間  

まんねり 語学練習時間 

．．時は資源   

．．時は使いよう  

P1 

Speak & Listen 
SPEATEN 

準備は毎日 工夫は毎回  とにもかくにも 繰り返し 繰り返し 聴いて 話して 確かめる  

目次 
 
Ｐ６： 用語一覧 
Ｐ２： 機能一覧 
Ｐ３： ｻｲﾚﾝﾄｲﾔﾎﾝの遮音効果 
Ｐ４： ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔで何ができるか？ 
  Ｐ４Ａ： 会話の一部を ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 
  Ｐ５Ｂ： 会話のｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間（複数可）を ｲﾝﾃﾞｯｸｽ登録し、ｲﾝﾃﾞｯｸｽ選択で、 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 
  Ｐ５Ｃ： 一部が無音の会話を、 ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ。 無音部に、 あてはまる言葉を発音 
  Ｐ５Ｄ： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ、ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞとし、 発音を録音、記録音を繰返し再生 
Ｐ６： 操作一覧表 
  Ｐ６： 汎用機能 
  Ｐ７： ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ操作 
  Ｐ７： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ操作 
  Ｐ７： ｼｮｰﾄﾘｰﾄのｲﾝﾃﾞｯｸｽ化操作 
  Ｐ８： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ部の無音化 
  Ｐ８： ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ 
  Ｐ８： ｹｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄの精密調整 
  Ｐ９： 通常録音 音質選択 操作一覧 
  Ｐ９： 録音感度 ﾏｲｸﾛﾎﾝ選択 操作一覧 
Ｐ１０： ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔの設計ｺﾝｾﾌﾟﾄ 
Ｐ１０： 仕様書 
Ｐ１０： 品質保証書  



番
号 

機能 概略説明 参照 
操作 
ｷｰ 

1 製品構成 ﾌﾟﾚｰﾔ，ｻｲﾚﾝﾄｲﾔﾎﾝ，ｻｲﾚﾝﾄﾋﾟｰｽ，充電電池，ｺｰﾄﾞ一式 

2 通常録音再生 一般ﾎﾞｲｽﾚｺｰﾀﾞと同じ程度の基本機能を持つ P9 (8-B ~ 6-F) 

3 充電電池 ﾆｯｹﾙ水素UM5 （市販品と交換可）， USB充電 

4 連続使用時間 15時間連続再生 

5 録音入力  ﾏｲｸ：3種類， 3.5mmｼﾞｬｯｸ ﾗｲﾝ入力 P9 (2-E ~ 9C) 

6 ｽﾋﾟｰｶによる再生 高出力ｽﾋﾟｰｶ内蔵 (ｲﾔﾎﾝﾌﾟﾗｸが入っていなければｽﾋﾟｰｶ） 

7 ｲﾔﾎﾝ出力 
6-1． 3.5mmﾌﾟﾗｸﾞのｲﾔﾎﾝ用の音質が選択可 
6-2.． 直接、外部ｽﾋﾟｰｶに接続できる高出力 

P9 (6-F) 

8 
ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝｲﾔﾎﾝ用 
音質選択 

地下鉄の強い騒音の中での静かなﾘｽﾆﾝｸﾞのための、 
ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝｲﾔﾎﾝ用音質 （ｲﾔﾎﾝ使用で、再生中、操作可能） 

P3 
P9(6-F) 

9 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ﾘｽﾆﾝｸﾞ 覚えたい部分のﾘｽﾆﾝｸﾞのための部分区間繰返し再生 
P4A 

P7(5-C ~ 5-D) 

10 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄの精密調整 25msec単位で、ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄの頭と尾のﾎﾟｲﾝﾄを精密調節 
P4A 

P8 (3-C ~ 4-F) 

11 
複数のｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ部を 
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ化し選択再生 

会話やﾆｭｰｽのｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ部の複数箇所をｲﾝﾃﾞｯｸｽ化し、 
いずれかを選択。選択された部分のｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

P5B 
P7(7-A ~ 7-B) 

12 
ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ部を無音化、
会話全体を繰返し再生 

ｽﾋﾟｰﾁの一部分を無音化し、ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ。 
無音部分で（単語を）発声し、ﾘｱﾙﾀｲﾑの会話式の練習 

P5C 
P8 (8-A) 

13 
ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ中、発声を録
音、記録音をｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ中、ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞとし、 
発音を録音、録音した発音をただちにｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

P5D 
P8(6-A ~ 6-C) 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ 機能一覧表（徹底繰返し語学練習用） P2 
ｽﾋﾟｰﾄﾝ    SPEATEN    SPEAK & LISTEN 

E 

○ 

○ 

RP/,L 

FUNC 

<<,>> 



ｺﾞｰｰｰﾝ ｳｨｰｰｰﾝ ｷｰｰｰﾝ 

ﾘｽﾆﾝｸﾞ音量を 1/3に 

ﾘﾌｧﾚﾝｽ 

ﾃﾞｰﾀは付属のｲﾔﾎﾝ 

ｻｲﾚﾝﾄｲﾔﾎﾝの遮音効果 

地下鉄の騒音 でも 静かなﾘｽﾆﾝｸﾞ 
 

 ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔの音質 Silent Earphone 3 で使います。     再生中         短押 （P8 6-F 参照） 

P3 

強い騒音環境でも 
騒音に勝る音量でﾘｽﾆﾝｸﾞします。 

大音量は 
耳にｽﾄﾚｽを与えます。 

耳に届く騒音を小さくすることで 
ﾘｽﾆﾝｸﾞ音量を小さくできます。 

ｻｲﾚﾝﾄﾋﾟｰｽ 
お手持ちのｲﾔﾎﾝに装着 

付属の 
ｻｲﾚﾝﾄ 
ｲﾔﾎﾝ 

ｽﾋﾟｰﾄﾝ 
ﾌﾟﾚｰﾔ 

○ 



P4 

A 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔで何ができるか？ 

会話の一部を ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

ｽﾋﾟｰﾄﾝ    SPEATEN    SPEAK & LISTEN 

I ‘ve roamed and rambled 

一つのｽﾋﾟｰﾁﾌｧｲﾙ 

and I followed my footsteps 

繰返し再生したい区間 

ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ 

roamed and rambled 

再生中 

ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ ｾｯﾄ 

ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｾｯﾄ 

roamed and rambled 
ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄｾｯﾄ ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄｾｯﾄ 

ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ微調整 
ｽﾗｲﾄﾞ位置＝HEAD 

ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ微調整 
ｽﾗｲﾄﾞ位置＝TAIL ｽﾗｲﾄﾞ＝TAIL？ ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄの微調整 

ｽﾗｲﾄﾞ＝HEAD？ ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄの微調整整 

注意： ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁは 
ﾍｯﾄﾞ ﾃｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ調整が終わったら 
必ず CUT（左端） へ戻してください。 

RP/FL RP/FL 

RP/FL 

RP/FL 

CUT TAIL HEAD 

CUT TAIL HEAD 

CUT TAIL HEAD 

>> << >> << 
<<,>> CUT TAIL HEAD 

CUT TAIL HEAD <<,>> 

CUT TAIL HEAD 



roamed and rambled 

Remember this land it belongs to  

会話やｽﾋﾟｰﾁ 

IX-1登録 

IX-1選択 

ｲﾝﾃﾞｸｽ登録 

ｲﾝﾃﾞｯｸｽ選択 

ｲﾝﾃﾞｯｸｽ選択された 
部分をｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

How long have you been sitting 

会話やｽﾋﾟｰﾁ 

会話の中の覚えたい部分 
ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

there 

単語を変えて発音したい部分をｼｮｰﾄﾙﾋﾟｰﾄ 

無音の部分を含む会話をﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ 
無音部に当てはめて単語を発音 

覚えたい会話の一部分を 
無音にし、会話を繰返し再生 

How long have you been 無音 there 

standing 発音 

I ‘ve roamed and rambled 

会話やｽﾋﾟｰﾁ 

and I followed my footsteps 

発音練習したい部分をｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

ｽﾋﾟﾄﾝﾓｰﾄﾞ 

発音練習したい部分を 
ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

録音開始 発声 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

roamed and rambled roamed and rambled 

録音始 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ操作 

録音終 

roamed and rambled 

録音音声を自動繰返し、発音を確認 

roamed and rambled 

録音終 

録音終了 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

P5 
B 

C 

D 

一部が無音の会話をﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ。 無音部に、 あてはまる言葉を発音 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ中、ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ。 発音を録音、記録音をｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

Remember 

this land 

belongs to belongs to belongs to 

you and me you and me you and me you and me 

会話のｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間（複数可）を ｲﾝﾃﾞｯｸｽ登録し、ｲﾝﾃﾞｯｸｽ選択で、 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

発声録音 

録音始 

IX-2登録 IX-3登録 IX-4登録 

IX-2選択 

IX-3選択 

IX-4選択 

you and me 

Remember Remember Remember Remember Remember 

this land this land this land this land 

belongs to 

How long have you been 無音 there 

waiting 発音 

発声録音 録音音声を自動繰返し、発音を確認 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 

E 

○ 

○ 

○ 

○ 長○ 

長○ 

FUNC FUNC FUNC FUNC 

<<,>> 

<<,>> 

<<,>> 

<<,>> 

FUNC 

<<,>> 



用語説明 
ﾌｫﾙﾀﾞ： ﾌｧｲﾙの格納場所 （M, MV, Vがある） 
ﾌｧｲﾙ： 楽曲一つに相当する音声ﾃﾞｰﾀ 
ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ： 一つのﾌｧｲﾙの中の部分区間を繰返し再生 
ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ： 一つのﾌｧｲﾙを繰り返し再生 
ﾌｫﾙﾀﾞﾘﾋﾟｰﾄ： 一つのﾌｫﾙﾀﾞを繰り返し再生 
ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間で発声を録音し繰返し再生 
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ化： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間を登録し、選択し再生 
短押： ｽｲｯﾁにﾜﾝﾀｯﾁ 
長押： ｽｲｯﾁを一秒ほど押す 
連押： ｽｲｯﾁを押し続ける 
ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間の後尾のﾎﾟｲﾝﾄ 
ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ： ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間の先頭のﾎﾟｲﾝﾄ 
Equalizer off:： 音質は録音のまま出力される 
Silent Earphone： 付属の環境雑音ﾘﾀﾞｸｼｮﾝｲﾔﾎﾝの音質 
Normal Earphone： 一般のｲﾔﾎﾝ用の音質 

1 

2 

3 4 

M 
MV 
V 

5 

6 

無表示 

1 

1 
FOL 

1/N 
2/N 
，，， 
N/N 

7 

8 

9 

このﾍﾟｰｼﾞに説明の 
全ての操作において 
裏側の HOLD は ｏｆｆ 
ﾌｫﾙﾀﾞは Ｍ（指定外） 

ｽﾗｲﾄﾞ は CUT （指定外） 

P6 

側面 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ 操作一覧表 

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作前 
ﾓｰﾄﾞ 

操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

1-A 長押 電源 on または off 

1-B 短押 
再生 

（一時停止） 
一時停止 
（再生） 

再生 または 一時停止 

2-A 短押 再生 停止 

3-A 短押 再生， 停止 再生ﾎﾟｲﾝﾄをﾍｯﾄﾞへ戻す 一つ前のﾌｧｲﾙへ移す 

3-B 連押 再生 再生ﾎﾟｲﾝﾄの逆戻し 

4-A 短押 再生， 停止 再生ﾎﾟｲﾝﾄをﾍｯﾄﾞへ移す 

4-B 連押 再生 再生ﾎﾟｲﾝﾄの先送り 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ 汎用操作一覧表 （ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁは CUT 位置） 
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RP/FL FUNC 

E 

<< 

>> 

<< 

>> 

■/ 

>> << ○ 

CUT TAIL HEAD 

+  -  ■/ 

►II 

►II 

►II 



操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作可能な 

ﾓｰﾄﾞ 
操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

5-A RP/FL 長押 再生 

通常再生 
一ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ 
M主ﾌｫﾙﾀﾞ ﾌｫﾙﾀﾞﾘﾋﾟｰﾄ 
一ﾌｧｲﾙ再生終了後停止 

5-B 短押 停止 
M/MV/

V 
M/MV/V 

再生ﾌｧｲﾙのﾌｫﾙﾀﾞを変更 Mﾌｫﾙﾀﾞ－（通常再生はM），
MV編集ﾌｫﾙﾀﾞ，V録音ﾌｫﾙﾀﾞ，Mﾌｫﾙﾀﾞ，（巡回） 

P7 ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ 操作一覧表 

1 

1 
FOL 

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作可能な 

ﾓｰﾄﾞ 
操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

5-C 短押 再生中 A－C ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間のﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄｾｯﾄ   

5-D 短押 頭ｾｯﾄ済 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間のﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄｾｯﾄ  ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ  

5-E 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄを解除し、再生を継続 

2-B 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 区間繰り返し解除停止 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 操作一覧 

A-B 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間のｲﾝﾃﾞｯｸｽ化 操作一覧  

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作可能な 

ﾓｰﾄﾞ 
操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

7-A 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ n/N ﾘﾋﾟｰﾄ区間をｲﾝﾃﾞｯｸｽ化 何個中何番目を表示     

7-B 長押 再生中のﾘﾋﾟｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽを消去 

■/ 

RP/FL 

長 RP/FL 

RP/FL 

RP/FL 

RP/FL 

FUNC 

FUNC 



操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作可能な 
ﾓｰﾄﾞ 

操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

6-A 長押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ AMF ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ                            

6-B 短押 ｽﾋﾟｰﾄﾝ待機 録音開始 

6-C 短押 ｽﾋﾟｰﾄﾝ録音 録音終了し、ｽﾋﾟｰﾄﾝ再生記録音を繰り返し再生 

2-C 短押 ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ解除、停止 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾓｰﾄﾞ （録音 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ） 再生操作一覧  

P8 

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作可能な 
ﾓｰﾄﾞ 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

3-C 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 約0.025秒 ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄをﾍｯﾄﾞ方向に移動       

3-D 連押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 押した時間に比例して ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄをﾍｯﾄﾞ方向に移動 

4-C 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 約0.025秒 ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄをﾃｰﾙ方向に移動       

4-D 連押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 押した時間に比例して ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄをﾃｰﾙ方向に移動 

3-E 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 約0.025秒 ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄをﾍｯﾄﾞ方向に移動       

3-F 連押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 押した時間に比例してﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄをﾍｯﾄﾞ方向に移動 

4-E 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 約0.025秒 ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄをﾃｰﾙ方向に移動       

4-F 連押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ｽﾗｲﾄﾞ=TAIL（中央） 押した時間に比例して ﾍｯﾄﾞﾎｲﾝﾄをﾃｰﾙ方向に移動 

ﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ ﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ 精密調節 操作一覧  
注意： ﾘﾋﾟｰﾄ区間変更終了後、ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ (9) を必ず CUT（左端） 位置へ戻す。 

■/ 

○ 

○ 

長○ 

<< 

>> 

<< 

>> 

<< 

<< 

>> 

>> 

ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ部の無音化 再生操作一覧  

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作可能な 

ﾓｰﾄﾞ 
操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

8-A 短押 ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ ﾘﾋﾟｰﾄ部を無音にして、会話全体をﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ E 



通常録音 音質選択 操作一覧 

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作前 
ﾓｰﾄﾞ 

操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

8-B 長押 停止 選択中のﾌｧｲﾙが消去される 

6-D 短押 停止， 録音一時停止 赤点灯 録音開始     

6-E 短押 録音 赤点滅 録音一時停止 

2-D 短押 録音 録音終了 録音ﾌｧｲﾙは Vﾌｫﾙﾀﾞに格納される 

6-F 短押 

再生 
ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ(9)＝CUT 

注意： ｲﾔﾎﾝが使われ
ない状態で音質を変え
ることはできません 

現在の
音質 
ﾓｰﾄﾞ 

ｲﾔﾎﾝ再生音質選択 
ｲﾔﾎﾝｼﾞｬｯｸにｲﾔﾎﾝﾌﾟﾗｸﾞが刺さっている状態で、 
一回目の短押の繰り返しで、 
Equalizer off， Ｓｉｌｅｎｔ Earphone １，２，３ 
Normal Earphone １，２，３ と変化 

操作 
番号 

ｽｲｯﾁ 操作 
操作前 
ﾓｰﾄﾞ 

操作前 
表示 

操作後 
表示 

操作後のﾓｰﾄﾞ 

2-E 長押 停止 

ﾒﾆｭｰの上下左右の選択は ｛ ＋，－，<<，>> ｝を短押 
録音感度設定 ｛Rec Mode －＞ Sense －＞ High，Middle，
Low，Very Low から選択｝ 
自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ ｛Others －＞ Aut.Off －＞ off，5分，15分 
から選択｝ 

10 短連押 ﾎﾞﾘｭｰﾑ操作 

9-A MEETING ｽﾗｲﾄﾞ 録音 会話録音用のﾏｲｸﾛﾎﾝ 

9-B MUSIC ｽﾗｲﾄﾞ 録音 音楽録音用のﾏｲｸﾛﾎﾝ 

9-C INTERVIEW ｽﾗｲﾄﾞ 録音 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ録音用ﾏｲｸﾛﾎﾝ 

録音感度 ﾏｲｸﾛﾎﾝ選択 操作一覧 

P9 

■/ 

○ 

○ 

E 

○ 

MENUE 

+  -  



ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ 主な機能の 使用手順例 
 
１．裏面HOLD ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ が HOLD と反対側を確認 
２．付属の電池を装填（裏蓋を外側へ押し出す） 
３．右側面ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁが CUT（MEETING) 位置 を確認 
４．電源ｽｲｯﾁ      を長押 -> 電源が入る 
５．電池の残量を確認。 電池の残量が少なければUSB電源から 
  左側面のUSB端子へ充電 充電時間は 1時間程度 
６．左上の表示 が M であることを確認 
  M でなければ M になるまで        の短押しを繰り返す 
７．      短押 -> ﾃｽﾄ用のﾌｧｲﾙ “ｶｳﾝﾄ” を再生 
７．上中央の表示が     （ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ）であることを確認   
８．     でなければ    になるまで  、     長押 を繰り返す 
９．この状態で 1から10までｶｳﾝﾄ する音声がﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄされる 
 9-1. 1から10までのﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ中、 
     ３のﾀｲﾐﾝｸﾞで        短押 （ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄのﾍｯﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ） 
  、  7のﾀｲﾐﾝｸﾞで         短押 （ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄのﾃｰﾙﾎﾟｲﾝﾄ） 
     3から7までが繰り返し再生の ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ となる 
 9-2. ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ中、       短押 -> ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ が解除 
１０．ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ中        短押 -> ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間をｲﾝﾃﾞｯｸｽ登録 
   登録は複数可能。 登録順番にｲﾝﾃﾞｸｳｽ番号が付けられる。 
   ｲﾝﾃﾞｯｸｽ再生中、       長押 -> 再生中ｲﾝｾｯｸｽ登録消去 
 10-1.．ｲﾝﾃﾞｯｸｽ登録されたｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄは M ﾌｫﾙﾀﾞｰ に入る。 
 10-2. ｲﾝﾃﾞｯｸｽ登録されたｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間は通常使うのﾌｧｲﾙと同様、 
      選択再生できる。 
１１． 1から10までのﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄ中、 
  11-1. 3と7のﾀｲﾐﾝｸﾞでそれぞれ        短押 -> ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ 
  11-2.      短押 How are you? を発音     短押 
      発音した How are you? がｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄされる 
      続けて ．   短押 How are you? を発音     短押 
      二度目に発音した How are you? がｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄされる 
      何度でも、発声と確認を繰り返すことができる 
１２．3～7 をｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ中     短押 -> ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ区間が無音となり 
   ﾌｧｲﾙﾘﾋﾟｰﾄされる。 
 

その他、それぞれの操作については詳細は操作一覧表参照 

品質保証書 
 

補償期間： 購入後から1年 
ｻｳﾝﾄﾞｻｲｴﾝｽ株式会社 
郵便番号770-8040 徳島市上八万町西山436番地 
連絡先 088-644-2222   soundscience.co.jp 

仕様書 
 

商品名： ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔ 
品番：     VR1000 
機能特徴： 聴く話すの反復練習 
        （ｼｮｰﾄﾘﾋﾟｰﾄ，録音ﾘﾋﾟｰﾄ，無音化） 
用途：     語学練習 
        一般学習 
        楽器練習 
付属品：   騒音ﾘﾀﾞｸｼｮﾝｲﾔﾎﾝ 
         ｲﾔﾎﾝ用 騒音ﾘﾀﾞｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ 
         USBｹｰﾌﾞﾙ（ﾌｧｲﾙ転送、充電） 
ﾌｧｲﾙ転送： USB経由  
         ﾌｫﾙﾀﾞｰ内へﾌｧｲﾙをｺﾋﾟｰ 
電池：    ﾆｯｹﾙ水素 UM4（市販品使用可） 
再生：    ｲﾔﾎﾝ出力（ｽﾋﾟｰｶ駆動可） 
録音： ３種類の用途のﾏｲｸ 
         （Meeting，Music，Interview） 

ｽﾋﾟｰﾄﾝﾌﾟﾚｰﾔの特徴 SPEATEN＝SPEAK & LISTEN 
 

１． 設定した反復練習に特化した機能 
２． 通勤中の騒音の中でも静かにﾘｽﾆﾝｸﾞできる 
３． １５ 時間連続使用 ►II     

FUNC 

1 
1 

►II     

FUNC 1 

RP/FL 

RP/FL 

RP/FL 

FUNC 

RP/FL 

○ ○ 

○ ○ 

FUNC 

E 


