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理系専門学習に対応！　理系強化コンテンツ
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キクタンTOEIC® 500/600/800/990 TOEIC®テスト
非公式問題集

TOEIC®テスト
新形式問題やり込みドリル

TOEIC®15日で500点突破
リスニング攻略/リーディング攻略

旺文社
物理事典

高校数学解法事典 第九版岩波 理化学辞典 第5版 理化学英和辞典 自然科学系英和大辞典増補改訂新版 自然科学系和英大辞典増補改訂版（第5版）

こんなに違う！ VS

約28万語約28万語

約123万例文約123万例文

約130ヒット約130ヒット
[Interface]を複数辞書検索した場合

英語強化モデルの場合

リーダーズ英和辞典第3版

複数辞書検索による
ヒット数

日本語キーワード
例文検索

約9万6千語約9万6千語
ジーニアス英和辞典第4版

約10ヒット約10ヒット
[Interface]を複数辞書検索した場合

約60万例文約60万例文

約2.9倍！

約2倍！

5コンテンツ5コンテンツ
SPI・一般常識・日経TEST系

就活系コンテンツ数 0コンテンツ0コンテンツ 就職にも
有利！

収録見出し語数

約13倍！

2018大学生モデル2015高校生モデル
AZ-K4700edu

第二外国語追加コンテンツ 2018年NEWモデル本体に下記追加コンテンツのセットで、
さらにお得なプライスに！（音声データカード版）。

さらに
お得！

XS-SS03MC
ドイツ語セット

XS-OH22MC
フランス語セット

XS-HA05MC
スペイン語セット

XS-SH17MC
イタリア語セット

XS-SH23MC
中国語セット

XS-SH18MC
韓国語セット

XS-SA22MC
ロシア語セット

XS-HA06MC
ポルトガル語セット

大学生の学びを強力サポート！

※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。※画面はイメージです。コンテンツは変更となる場合がございます。

大学生協ならではのお得＋安心仕様！

メーカー保証を最長4年間に延長！ 保証対象外の修理料金も割引に！
大学生特別斡旋価格 在学保証【最長4年間】 修理代金割引特 典

1
特 典

2
特 典

3お得な価格設定は生協ならでは！

大学生特別モデル



ジーニアス英和大辞典
〈大修館書店〉

語法解説を一段と
強化。IT関連用語・
新語・生活語彙など
文化的情報を多数
収録。約13.8万例
文を収録。

（約255,000語収録）

ジーニアス和英辞典 第3版
〈大修館書店〉

用例大増強の強力改
訂版。よく使われる自
然な日本語を選び、
それを正確で自然な
英語に直すための
様々な情報を示した。

（約83,000語句収録）

徹底例解 ロイヤル英文法 改訂新版
〈旺文社〉

「専門書のくわしさ」
「学習参考書のわかり
やすさ」「辞書の引き
やすさ」を合わせた英
文法書の決定版。

（395項目/図版77点収録）

新漢語林 第二版
〈大修館書店〉

常用漢字表への対応は
もちろん、漢文用例の
大幅増補と助字の詳し
い解説によって、漢文
学習への対応も万全。

（親字14,629字、熟語数約50,000
語、常用漢字筆順(図) 2,136字、解字
図表約6,500点収録）

大学生仕様のコンテンツで、質の高い学習を実現！
基礎をより学び、専門分野を掘り下げていく大学生に必要不可欠な学習コンテンツ。

基礎固めに

資格取得・就職活動・語学学習に

自分磨きに

※コンテンツは変更になる場合がございます。

リズムに合わせて単語や熟語などを覚えられます。TOEIC®対策、英会話など、さまざまな場面で役立ちます。
（改訂版 キクタン【Entry】2000：520項目 チャンツ音声：520項目/改訂版 キクタン【Basic】4000/
【Advanced】6000/【Super】12000 ：各1,120項目　チャンツ音声：各1,120項目/キクタンリー
ディング【Entry】：512項目,32長文　チャンツ音声：384項目/【Basic】720項目、60長文　チャンツ
音声：720項目/【Advanced】600項目、50長文　チャンツ音声：600項目/【Super】600項目、50
長文　チャンツ音声：600項目/キクジュク【Basic】784項目　チャンツ音声：784項目/【Super】672
項目　チャンツ音声：672項目収録/改訂版キクタンTOEIC®TEST SCORE 500/600/800/990：
各1,120項目 チャンツ音声：各1,120項目 センテンス音声：各1,120項目/キクタンビジネス【Basic】/
【Advanced】/【Super】：各784項目 チャンツ音声：各784項目/キクタン英会話 初級編：160項目 チ
ャンツ音声：160項目 ダイアログ音声：160項目 ロールプレイ音声：160項目 収録）

キクタンシリーズ 〈アルク〉

単3形アルカリ乾電池2本で、最長約
180時間※駆動を実現。海外旅行など
移動時も快適に使用できます。
※英和辞典の訳画面で連続表示時。画面の明るさ3で、
   表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

コンテンツプラス ネイティブ発音
コンテンツ、音声、テキストなど、様々な
データを追加・入れ替えし、自分だけの
電子辞書にカスタマイズすることができ
ます。

コンテンツを気にせず発音確認できる
英単語ネイティブ発音のほか、様々な言
語のネイティブ発音を収録したコンテン
ツを多数収録。

タフパワー設計 TAFCOT -タフコット-
ボディの内部にサイドビームや緩衝材を
使用して剛性を強化。落下、振動、加圧
などの衝撃を緩和します。

就職試験に挑まれる学生のために、
１冊でテストセンター＆筆記のＳＰＩに
合格することを目的として企画・制作
された問題集。

（約970問収録）

ダントツSPI 
一問一答問題集
〈ナツメ社〉

人気企業の一般常識問題を分析し、
一問一答形式に。一般企業対応、マ
スコミ対応、最新時事問題、業界別
問題の4章構成。

（約5,400問収録）

ダントツ 一般常識+時事 
一問一答問題集
〈ナツメ社〉

NHKラジオ ラジオ英会話（2014年度版）
〈NHK出版〉
老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総
合的な英会話講座。「話す・聴く」練習から、ニュー
ス、歌、詩などのリスニングまで収録しています。
（1年分[2014年4月～2015年3月放送分]収録）

テキスト1年分収録

日経ビジネス 経済･経営用語辞典
〈日経BP社〉
経済学、経営、金融、会計、法務
の5分野にわたる最新キーワード
1600語をわかりやすく解説。
（約1,600語/図版約100点収録）

ビジネスに必要な知識とその活用力
を測る「日経TEST」の出題方針に
合わせた問題集。練習問題200問と
わかりやすい解説を収録。

（200問収録）

日経TEST 公式練習問題集 
｢経済知力｣を問う精選200問
〈日本経済新聞社編〉

出題内容や傾向を徹底的に調査し、
学習効果がアップする、使いやすく
見やすい問題集。

 (約340問収録)

史上最強 SPI&テストセンター
超実戦問題集
〈ナツメ社〉

TOEFL®リスニングを攻略！講義聞き取り「レクチ
ャー問題」を徹底練習。第１部の模試で力試し。
第２部のレクチャー問題でリスニング力を鍛える。
(384問[模試84問＋リスニング･レクチャー
問題300問]音声：415項目収録)

TOEFL®TEST 
模試&レクチャー問題300問
〈三修社〉

過去に出題された中から頻度の高い
700語を厳選。TOEFL®でよく取り
扱われる学術分野やトピックに関す
る知識を身につけることができます。
(単語・熟語700語/トピック７分野収録)

TOEFL®テスト 
パーフェクトボキャブラリー
〈旺文社〉 テスト対策に必要な単語を厳選収録。iBT・ITP両対応。専

門用語や基礎知識をまとめた「分野別英単語」で、テスト
に出るアカデミックな内容にも対応。
（3,800項目/音声：単語・日本語訳各3,800項目収録）

TOEFL®テスト英単語3800［4訂版］
〈旺文社〉

ふだんの何気ない会話から旅行で役
立つフレーズ、異文化トークまで、英
会話表現が満載。英語の基礎体力が
確実にアップ。
（246スキット（約1,800例文） 音声：約1,800例文収録）

英会話スキット・
トレーニング
〈三修社〉

単語判定では舌の位置など口の中
の状態をリアルタイムで指摘。文
章は英語らしいかどうか5つの項目
にて判定しています。

（36音素 約350単語 約220例文収録）

発音トレーニング
〈プロンテスト〉

テスト対策に必要な熟語・口語表現を厳選収録。
iBT・ITP両対応、5日間×10週で完成。Review 
Questionsでその週の学習内容を確認。
（700項目/音声：熟語・日本語訳・例文各700項目収録）

TOEFL®テスト英熟語700 [4訂版]
〈旺文社〉

2016年からの新形式に対応した模擬
試験を収録。初めて受験する方から、さ
らなるスコアアップを目指す方まで。
（TOEIC®Listening and Reading 
テスト模試3回分収録）

TOEIC®テストハイパー模試
5訂版 新形式問題対応
〈旺文社〉

TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). 
This product is not endorsed or approved by ETS.

非公式だからこその『新形式問題
攻略テクニック』満載。

（400問収録）

TOEIC®テスト
非公式問題集
〈アルク〉

活用が広がる多彩な機能安心して使える便利な機能

TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). 
This product is not endorsed or approved by ETS.

ジーニアス英和辞典 第5版
〈大修館書店〉

豊富な情報量と丁寧な
解説で好評の『ジーニ
アス英和辞典』の最新
版。新語を多数追加。
根幹部分の語義、定評
ある語法解説などを全
面的に見直した。
（約105,000語/約380図収録）

基本語や口語・俗語から専門
語まで28万項目を収録し、そ
れぞれに的確な訳語と簡潔な
説明を付した辞典。

（約280,000語収録）

リーダーズ英和辞典 第3版
〈研究社〉

科学・技術の基礎をなす物理学と化学を中心
に、関連のある宇宙科学（天文学を含む）、生
命科学、地球科学、情報科学など諸分野に
わたって、基本語、専門語、学界慣用の用語
など約40,000語を収録した英和辞典。
（約40,000語/図版約180点収録）

理化学英和辞典
〈研究社〉

物理学と化学を中心に地球科学・情報科
学・生物学・薬学・工学まで、幅広い分野を
カバーする理工系辞典の決定版。理工系
の学生・研究者・技術者・教員に必携。
（約22,000項目（解説文付き約12,000項目、参
照項目約10,000項目、図・表 約2,000点）収録）

岩波 理化学辞典 第5版
〈岩波書店〉

オックスフォード現代英英辞典（第9版）
〈オックスフォード大学出版局〉

大学の講義や予習・復習に

AZ-Z9850(電子辞書本体）の仕様　●大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ16.7mm（閉時、最薄部）、高さ18.5mm（閉時、最厚部）●質量：約270g（電池込み）●電源：単3形アルカリ乾電池2本、または単3形eneloop/単3形充電式
EVOLTA2本 、別売USB-ACアダプター（AD-XA02）●付属品：タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本

わかりやすい説明文、豊富な例
文に加え、英米その他の英語の
違いなども収録。
（約185,000項目/約840イラスト収録）

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 9th edition
©Oxford University Press 2015

自然科学系論文、報告書などの作成に活用で
きる英語文型･文例集、及び国際会議、学術講
演などのための即戦力となる英語表現例集。
（英語文型・文例辞典 改訂新版：約5,000例/聴く力、話す能
力：約500例/続聴く力、話す能力：約600例/スピーチに必要
な慣用表現：約200例/式辞・挨拶の英語表現：約100例収録）

学術講演のスピーチに必要な慣用表現
〈小倉書店〉

表現力の向上にとって重要な反
対語・対照語を収録。わかりにく
い言葉には簡潔な説明や分野
名付き。

（約12,000語収録）

三省堂 反対語便覧[新装版]
〈三省堂〉

手紙・翻訳など、自然な英文を
書くための用例を日本語訳付き
で収録。コロケーションが豊富
な用例からすばやく検索可能。

（約380,000用例収録）

新編 英和活用大辞典
〈研究社〉

日常生活に必要な言葉・情報を
豊富に収録した、国語＋百科の
大型辞典。随時新語の追加、デ
ータの更新を図っています。

（約282,100項目/カラー写真：約13,000点収録）

デジタル大辞泉 （第二版対応版）
〈小学館〉


