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2013 年 9 月 3 日 

 

業界初、「リーダーズ英和辞典第 3 版」を収録した 

語学プロフェッショナル向けカラー電子辞書「DF-X10001」を発売 

SII 独自のダウンロードサイト「DAYFILER CLUB」に対応（11 月上旬サービス開始予定）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セイコーインスツル株式会社（略称：SII、社長：村上斉、本社：千葉県千葉市）は、静電式カラ

ータッチパネルを採用し、スマートフォンやタブレット PC のようなタッチ操作を可能にした電子辞

書「DAYFILER（デイファイラー）」シリーズから、語学プロフェッショナル向けモデル「DF-X10001」

を 9月中旬に発売いたします。 

「DF-X10001」は、「研究社 リーダーズ英和辞典第 3 版」を業界で初めて収録しました。リーダー

ズは現代英語の語彙・用法を的確に反映し、大辞典をしのぐ豊富な語彙を収録した英和辞典です。13

年ぶりの全面改訂となる第 3版は、約 1万項目の追加と全体的な文字量を約 10%増補した、翻訳家を

はじめとする語学プロフェッショナル待望の英和辞典です。 

さらに英語系コンテンツとして、「リーダーズ英和辞典第 3 版」を含む 7 つの英和和英大辞典に、

「コウビルド新英英辞典」、「ロングマン現代英英辞典 5訂版」、「オックスフォード現代英英辞典第 8

版」の 3大学習英英辞典を収録。国語系コンテンツも「平凡社改訂新版 世界大百科事典」、「小学館 精

選版 日本国語大辞典」を収録するなど、信頼性の高いコンテンツが充実しています。 
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機能面では、ビジネス・学習に最適な「マーカー機能」を新たに追加、他にも「単語帳」・「検索履

歴機能」の容量を追加するなど基本機能を強化しています。さらに、本機購入後に「DAYFILER」の基

本機能がアップデートした場合でも、お手持ちのパソコンから SII の電子辞書専用サイトにアクセス

し、ダウンロードしたファイルを「DAYFILER」にインストールすることで、基本機能をアップデート

することが出来ます。 ※アップデートファイルの更新には、マイクロ SD カードを使用します。 

今回、発売を記念して初回出荷限定 1000 台につき、「最大 3,000 円のクーポン券」をプレゼントい

たします。同クーポンは、2013 年 11 月上旬よりサービス開始予定のダウンロードサイト「DAYFILER 

CLUB（デイファイラー クラブ）」内で販売されるコンテンツやアクセサリー、電子辞書購入時にご使

用頂けます。 

 

 

【主な特長】（コンテンツと機能） 

1.業界初、「研究社 リーダーズ英和辞典第 3 版」を含む最高峰の英語系コンテンツを収録 

13 年ぶりの全面改訂版となる「研究社 リーダーズ英和辞典第 3版」を業界で初めて収録。ほかに

も「リーダーズ英和辞典第 3 版」を含む 7 つの英和和英大辞典や、「コウビルド新英英辞典」、「ロン

グマン現代英英辞典 5訂版」、「オックスフォード現代英英辞典第 8版」の 3大学習英英辞典など、最

高峰の英語系コンテンツを多数を収録しています。 

 

 

2.「平凡社改訂新版 世界大百科事典」はじめ日本を代表する国語系コンテンツを収録。 

各分野の専門家 約 7,000 名により執筆された、項目数: 約 84,000、図版/表：約 11,000、分類：

約 1,400 という圧倒的な情報量を集約した「平凡社改訂新版 世界大百科事典」を収録。さらに、「小

学館 精選版 日本国語大辞典」や「角川類語新辞典」など、日本語の解釈・研究に役立つコンテンツ

も収録しています。諸分野の情報をバランスよく網羅しており、学習・ビジネスに幅広く活用できま

す。 
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3.業界初、静電式カラータッチパネルを採用で、スマホのような操作感を実現 

 電子辞書として初めて、静電式のカラータッチパネルを採用しました。フリックスクロール、ピン

チアウト、ピンチインなど、スマートフォンのようなタッチ操作が可能です。さらに WVGA（800×480）

の高精細表示やスケーラブルフォントを採用。無段階で滑らかな文字を拡大/縮小が出来、視認性に

優れています。 

 

 

 

 

 

 

 

文字の拡大も画面をピンチアウトすることで直感的に出来ます 

4.リーダー、ライター機能を標準搭載 

リーダーは電子書籍ビューワ「NetFront BookReader EPUB Edition」（株式会社 ACCESS 製）を搭載。

最新フォーマットの EPUB3 や PDF に対応し、電子書籍をはじめ、エクセル、パワーポイントなどのド

キュメントを閲覧することが出来ます。ライターはスマホで人気の手書きアプリ「7notes with 

mazec-T」（株式会社 MetaMoJi 製）を搭載。日本語入力プログラム ATOK（株式会社ジャストシステム

製）との連携により、キーボード、手書き入力どちらからでも手軽にドキュメントの作成、保存が出

来ます。 

  

 

 

 

 

左）電子書籍ビューワ「NetFront BookReader EPUB Edition」 

右）手書きアプリ「7notes with mazec-T」 
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5.PASORAMA＋（プラス）搭載 

SII の独自 PC 検索モード「PASORAMA」を進化させた「PASORAMA＋（プラス）」を搭載。単語帳、検

索履歴の「DAYFILER」本体との同期を実現。DF-X10001 に収録された多くの英文雛型からメール/論

文の作成などパソコンでの作業環境をサポートします。また翻訳エンジンで定評のある「熟考」（株

式会社ロゼッタ製）のサイトを「PASORAMA＋」の画面から利用*1出来ます。 

*1 利用期間（利用開始から 1年間）と無償使用量の上限が 1万円相当（A4 用約 25 枚）と設定されて

います。制限を超えた場合も引き続き有償でサービスをご利用いただけます。 

6.無線 LAN 内蔵でインターネットに接続可能 

無線 LAN 環境があればインターネットに接続し、ブラウザを使った検索も可能です。 

7.基本機能アップデーﾄに対応 

本機購入後に「DAYFILER」の基本機能がアップデートした場合でも、お手持ちのパソコンから SII

の電子辞書専用サイトにアクセスし、ダウンロードしたファイルを「DAYFILER」にインストールする

ことで、基本機能をアップデートすることが出来ます。 

※アップデートファイルの更新には、マイクロ SD カードを使用します。 

8.専用サイト「DAYFILER CLUB」から辞書コンテンツを購入、追加可能 

2013 年 11 月上旬にサービス開始予定の専用サイト「DAYFILER CLUB（デイファイラークラブ）」か

ら、イタリア語やフランス語などの辞書コンテンツや、法律・技術用語などの専門辞書コンテンツを

購入ダウンロードし、「DAYFILER」に追加することが出来ます。 

 

【価 格】 オープン 

【販売開始日】 2013 年 9 月中旬 

【月産台数】5000 台／月 
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【主な仕様】  

 DF-X10001 

サイズ（閉じた状態） 幅 146mm×奥行 108mm×厚さ約 24mm（最厚部）、12.5mm（最薄部） 

重さ 約 360g *充電式リチウムイオン電池含む  

タッチパネル 静電方式 

液晶表示 
800×480 ドットマトリックス 
WVGA カラータッチパネル/5.1 インチ液晶 
サイズ/縦 69mm×横 112mm  

使用電源 
充電式リチウムイオン電池（内蔵） 
専用 AC アダプター（同梱） 
専用 USB ケーブル(同梱） 

電池寿命 
充電式リチウムイオン
電池（主電源） 

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 
※ 常温／マイクロ SD 非装着時。周囲の温度や使用条件によって電池寿
命が短くなります。 

充電時間 約 5 時間 

カード対応 マイクロ SD（2GB）、マイクロ SDHC（4GB～32GB） 

ユーザーメモリ領域 1GB 

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） 

外部接続端子 USB（マイクロ B コネクタ） 

対応パソコン Microsoft Windows XP, Vista, 7,8 

 ＊製品仕様は、予告なく変更する場合があります。 
 
 

【各社の紹介】(以下、50 音順) 

 株式会社 ACCESS 

代表取締役社長：室伏 伸哉、本社：東京都千代田区  http://jp.access-company.com/ 

 株式会社ジャストシステム 

代表取締役社長：福良 伴昭、本社：徳島県徳島市  http://www.justsystems.com/jp/ 

 株式会社 MetaMoJi（メタモジ） 

代表取締役社長：浮川 和宣、本社：東京都港区  http://metamoji.com/jp/ 

 株式会社ロゼッタ「熟考」 

代表取締役：五石 順一、本社：東京都中央区  http://www.jukkou.com/about.html 

 

 
 
 
 



6 

【収録コンテンツ】 

DF-X10001 （語学プロフェッショナル向け） 

 コンテンツ名称 出版社 

1 広辞苑 第６版 岩波書店 
2 リーダーズ英和辞典（第３版） 

研究社 

3 リーダーズ・プラス 
4 新英和大辞典 第６版 
5 新和英大辞典 電子増補版 
6 新編英和活用大辞典 
7 カタカナで引くスペリング辞典 
8 ジーニアス英和大辞典 

大修館書店 

9 ジーニアス用例プラス 
10 ナノテクノロジー用語英和辞典 
11 明鏡国語辞典 
12 新漢語林 
13 日本語大シソーラス
14 ランダムハウス英和大辞典（第２版）

小学館 15 プログレッシブ和英中辞典（第３版） 
16 精選版 日本国語大辞典 
17 平凡社改訂新版 世界大百科事典 日立ソリューションズ
18 Britannica Concise Encyclopedia EncyclopaediaBritanｎica
19 角川類語新辞典 角川学芸出版 
20 180 万語対訳大辞典 

日外アソシエーツ 
21 人文社会 37 万語対訳大辞典 
22 自然科学系和英大辞典 増補改訂新版（第４版）

小倉書店 
23 科学技術論文、報告書その他の文書に必要な英語文型・文例辞典
24 国際会議･学会その他集会における聴く力、話す能力
25 学術講演の英語スピーチに必要な慣用表現
26 公式の場における 式辞・挨拶の英語表現
27 ビジネス技術実用英語大辞典Ｖ５ 英和編＆和英編 プロジェクトポトス 
28 知っておきたい 日本語コロケーション辞典 学研教育出版 
29 英文ビジネスレター文例大辞典 日本経済新聞出版社
30 英文ビジネス e メール実例集 Ver. 2.0 ジャパンタイムス 
31 英会話ビジネスひとこと辞典 DHC 
32 コウビルド新英英辞典 

ハーパーコリンズ 
33 5-million-Wordbank from the Bank of English
34 ロングマン現代英英辞典 5 訂版 

ピアソンエデュケーション35 Longman Pronunciation Dictionary 第 3 版
36 ロングマン英和辞典
37 オックスフォード  新英英辞典 第 3 版

オックスフォード大学 
出版局 

38 オックスフォード  新類語辞典 第 3 版
39 オックスフォード  センテンスディクショナリー
40 オックスフォード現代英英辞典 第 8 版
41 オックスフォード連語辞典 第 2 版 
42 オックスフォード 学習者のための句動詞辞典 第 2 版
43 オックスフォード学習者のための慣用句辞典 第 2 版
44 オックスフォード英米文化ガイド 第 2 版

※ 記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。 

なお、本文中では Rマークおよび TM マークは明記しておりません。 

 

 

 
 

  この件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

[マスコミ] 

セイコーインスツル株式会社 

経営管理部 広報課 森、阿部 

TEL：043-211-1185（直） 

 

[お客様]  

（誌面等の掲載時は、こちらの記載をお願いします） 

セイコーインスツル株式会社 ＣＰサービスセンター 

TEL：047-320-4696（直） 


