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使用できない場合は、「困ったときには」をお試しください。 

 使用できない場合は、「困った時には」をお試しください。 

 それでも改善できない場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書に記載されたサポートデスクまで 

 ご連絡ください。ご帰国されてからの対応はできかねます。 

 

 使用時間：8時間 

 待受画面：70時間 

 充電時間：約 2 時間 
 

※充電を行いながらの使用はお控えください。 

※充電完了後は速やかに充電器を取り外してください。 

 本商品は、衝撃や気温・気圧の急激な変化が故障の原因となるため、 

 できるだけ航空機内客室までお持ち込みください。  

翻訳機  

TR-E18 WiFiモデル        

  クラウド上で翻訳を行う為、通信環境が必要です。 

  本機をWi-Fiに接続してください。 
 

   - 使用中アップデートの表示が出た場合は、アップデートは行わずに「取消し」を選択して 

     ください。翻訳に時間がかかったり翻訳ができなくなる場合があります。 

   - モバイルWi-Fi機能は使用しないでください。翻訳に時間がかかったり翻訳ができなくなる 

     場合があります。 
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各部の名称と機能 

 電源ボタン 

 - 長押しで電源 ON / OFF 

 - 画面消灯時に押すと点灯 

 音量ボタン 

 翻訳ボタンA  翻訳ボタンB 

 決定ボタン 

 方向ボタン 

 マイク 

 充電コネクタ 

ディスプレイ表示 

    Wi-Fi接続中 

   
 SIMカードは入っていません。 

 Wi-Fi接続を行ってください。 

      88 ％  バッテリー残量   

   会話  会話を翻訳する 

     グループ 
 この機能は使用できません。 

 (サポート対象外) 

    録音  録音機能(サポート対象外) 

      設定  Wi-Fi接続などの設定 

ディスプレイ消灯 

 一定時間操作をしない場合は、 

 ディスプレイが消灯します。 

 電源ボタンを押すと再点灯します。   

 タッチスクリーン 



 

3 

 

 
 

 

【初回設定を行う】 

 

 

 1. 本機とWi-Fiの電源を入れる 

 
 2. タッチスクリーンを右方向にスライドして画面 

   ロックを解除する 

  
 3. トップメニューの [設定] をタップ  

 
 4. [Wi-Fi設定] をタップ 

 
 5. スイッチを右方向にスライドしオンにする                  

 
 6. [Wi-Fiネットワーク] から SSID を選択する  

 
 7. パスワードを入力し、[確認] をタップ 

  
  8. Wi-Fi接続中アイコンが表示される 

   

 

 

 

使用方法 
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 【会話を翻訳する】 

  
 

 1. 本機の電源を入れる 

  2. タッチスクリーンを右方向にスライドして画面ロックを 

  解除する 

   3. トップメニューで [会話] をタップ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4. 言語を選択する 

 5. 翻訳ボタンを押しながら話す（話している間押し続ける） 

 6. 話した言葉が表示される  

 7. 文字と音声に翻訳される 
 

翻訳音声をもう一度聞くには、リピートボタンを押す 

   
 

会話を終了するには、画面上部の [＜戻る] をタップし、[ログアウトしますか？] 

と表示されたら [確認] をタップ 

 

 

   

 トップメニューに戻る 

 5. 翻訳ボタンA   翻訳ボタンB 

 4. 言語を選択する 

 6. 話した言葉  

 言語を選択する 

  リピートボタン 

 7. 翻訳結果 

 話した言葉  

 翻訳結果 

自 分 相 手 
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 正常に使用できない場合に順に行ってください。  

 

  例) 聞き取れない/声が認識されない/翻訳ができない/充電できない/起動できない/ 

   SSIDが表示されない/Wi-Fiまたはインターネットの接続ができない/電波状況が不安定で 

   通信ができない など 

 

 1. 翻訳できない場合の確認  

    - 言語が正しく選択されているか確認してください。 

    - 翻訳ボタンは話している間押し続けてください。 

    - できるだけ静かな場所ではっきりと話してください。 

    - 表現を変えたり、長い文章は短く分けて話してください。 

 方言やイントネーションなどは認識できない場合があります。 

    - 翻訳する文章の量、内容、ネットワーク環境やサーバーの混雑具合によって翻訳 

    に時間がかかる場合があります。 
 

 
 

 

 2. Wi-Fi接続の確認   

   トップメニューに戻り、Wi-Fi接続中になっているかご確認ください。 
 

 3. パスワードの再入力     

   一度入力したパスワードを削除し、再入力を行ってください。 
 

   トップメニューから [設定] > [Wi-Fi 設定] > 対象のSSID >「このネットワーク 

   接続を解除します」をタップ 

  
    

 4. 電波状況の確認  

 電波状況の良い場所へ移動してください。 

 乗り物での移動中、建物の中、高層階、街の中心部から離れた場所、イベント会場など、

 エリア内でも電波の届きにくい場所や、混雑した場所では通信状況が不安定になる場合が

 あります。 
 

 5. 機器の再起動 

   本機とWi-Fiの電源を入れ直してください。 

 

 6. ボタン操作を受付ない場合 

   電源ボタンと音量ボタンの上を長押しして電源をお切りください。 

  

困ったときには 
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 7. 機器の初期化  

    電源オンの状態で、[設定] > [一般設定] > [全設定をリセット] > [リセット確定]     

    機器が初期化され再起動します。     

 
 8. 表示言語の変更 

 起動後、タッチスクリーンを右方向にスライドしてロック画面を解除  

 [设置/Settings/設置/設定]  

 > [系统语言/System Language/系統語言/システム言語]  

 > [中文/English/繁體/日本語] から選択 

    

      メニューの表示言語は英語・日本語・中国語 (中文・繁體) のみです。 
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 1   北京語 (中国) 

 2   広東語 (中国) 

 3   英語 (アメリカ) 

 4   英語 (オーストラリア) 

 5   英語 (カナダ) 

 6   英語 (イギリス) 

 7   イギリス (インド) 

 8   英語 (ニュージーランド) 

 9   アラビア語 (エジプト) 

10  デンマーク語 (デンマーク) 

11  ドイツ語 (ドイツ) 

12  スぺイン語 (スペイン) 

13  スペイン語 (メキシコ) 

14  フィンランド語 (フィンランド) 

15  フランス語 (カナダ) 

16  フランス語 (フランス) 

17  イタリア語 (イタリア) 

18  日本語 (日本) 

19  韓国語 (韓国) 

20  オランダ語 (オランダ) 

21  ポーランド語 (ポーランド) 

22  ポルトガル語 (ブラジル) 

23  ポルトガル語 (ポルトガル) 

24  ロシア語 (ロシア) 

25  スウェーデン語 (スウェーデン) 

26  タイ語 (タイ) 

27  チェコ語 (チェコ) 

28  ルーマニア語 (ルーマニア) 

29  ハンガリー語 (ハンガリー) 

30  ベトナム語 (ベトナム) 

31  アラビア語 (アラビア) 

32  インドネシア語 (インドネシア) 

33  タミル語 (インド) 

34  ヒンディー語 (インド) 

35  マレー語 (マレーシア) 

36  タガログ語 (フィリピン) 

37  クメール語 (カンボジア) 

38  ネパール語 (ネパール) 

39  サンガ語 (スリランカ) 

40 スワヒリ語 (タンザニア) 

41  トルコ語 (トルコ) 

42  ギリシャ語 (ギリシャ) 

43  ブルガリア語 (ブルガリア) 

44  セルビア語 (セルビア) 

対応言語 

45  ウクライナ語 (ウクライナ) 

46  ヘブライ語 (イスラエル) 

47  アラビア語 (イスラエル) 

48  アラビア語 (アラブ首長国) 
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