1 電1池電
の池
入の
れ方
入 れ方
①電池カバーをスライ
①電池カバーをスライ
ドさせ、外します。
ドさせ、外します。
②単３形アルカリ乾電池４本
②単３形アルカリ乾電池４本
（別売り）
を
（別売り）
を
電池の向きに注意してセッ
電池の向きに注意してセッ
トします。トします。

取 り取
扱り
い扱
説い
明説
書明 書

③電池カバーを元に戻してください。
③電池カバーを元に戻してください。

お買い上げのお客様へ
お買い上げのお客様へ

電池が無くなった場合
電池が無くなった場合

この度は、
「いつでも脳
この度は、
トレ
「いつでも脳
パズルタブレッ
トレ パズルタブレッ
ト」をお買い上げいただきまして、
ト」をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうござい
誠にありがとうござい
ます。ご使用の前に、
ます。ご使用の前に、
この取り扱い説明書をよくお読みください。
この取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管
また、読み終わった後は必ず保管
本体の電池が消耗すると画面の右上の
本体の電池が消耗すると画面の右上の
しておいてください。
しておいてください。

セット内容
セット内容
●本体・・１
●本体
個 ・・１個

ペン収納

画面

●専用ペン
●専用ペン
・・・１本 ・・・１本
●取り扱い説明書
●取り扱い説明書
（本紙）
・・
（本紙）
１枚 ・・１枚

ペン収納

画面

専用ペン 専用ペン

イヤホン
ジャック

【電池マーク】
【電池マーク】
が点滅します。
が点滅します。
イヤホン
ジャック

電源
スイッチ

電源
交換してください。
交換してください。
乾電池を交換しても
乾電池を交換しても
スイッチ

電池マーク

その時は電源を
その時は電源を
「OFF」にしてから、
「OFF」にしてから、
単３形アルカリ乾電池４本
単３形アルカリ乾電池４本
（別売り）
を全て
（別売り）
を全て

電池
カバー

ACアダプターACアダプター
本体
（正面）
本体
（正面）
本体
（背面）
本体
（背面）
差し込み口

電池マーク

差し込み口

本体のデータが保存されていれば、
本体のデータが保存されていれば、
続きから遊ぶことができます。
続きから遊ぶことができます。

電池
カバー

長時間お使いになる場合
長時間お使いになる場合

本製品の連続使用時間は約３時間です。
本製品の連続使用時間は約３時間です。
１時間以上お使いになる場合は
１時間以上お使いになる場合は

単３形アルカリ乾電池４本使用
単３形アルカリ乾電池４本使用
（別売り）（別売り）
タカラトミー製ACアダプター
タカラトミー製ACアダプター
TYPE5U（別売り）
TYPE5U
のご使用をお勧めします。
（別売り）のご使用をお勧めします。
電池寿命電池寿命
連続使用約３時間
連続使用約３時間
REQUIRES 4 LR6(“AA“SIZE）
REQUIRES 4 BATTERIES(NOT
LR6(“AA“SIZE）BATTERIES(NOT
INCLUDED).
INCLUDED).

※ACアダプターは、
※ACアダプターは、
必ずタカラトミー製ACアダプターTYPE５U
必ずタカラトミー製ACアダプターTYPE５U
（別売り）を使用してください。
（別売り）を使用してください。

※イラスト、
※イラス
ゲーム画面は、
ト、
ゲーム画面は、
製品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
製品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※タカラトミー製ACアダプターTYPE５U
※タカラトミー製ACアダプターTYPE５U
（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用くだ
※本製品は国内専用です。
※本製品は国内専用です。
海外では使用しないでください。
海外では使用しないでください。
＜ACアダプターのセッ
＜ACアダプターのセッ
ト方法＞ ト方法＞
①Mini USB①Mini
Bタイプの端子を
USB Bタイプの端子を

ACアダプター差し込み口に入れます。
注 意 電源ONの後、
注 意 電源ONの後、
起動には時間がかかります
起動には時間がかかります
。
。ACアダプター差し込み口に入れます。

電源スイッチを上に向かって
電源スイッチを上に向かって
電源ON電源ON
約１秒ほどスライ
約１秒ほどスライ
ドさせます。
ドさせます。
※ばね式になっているのでスイ
※ばね式になっているのでスイ
ッチは手を離すと下に戻ります。
ッチは手を離すと下に戻ります。
電源
スイッチ

②ACアダプターをコンセン
②ACアダプターをコンセン
トに
トに
差し込みます。
差し込みます。

ACアダプター
差し込み口

電源 ※軽く上にスライ
※軽く上にスライ
ドさせるだけでは電源はつきません。
ドさせるだけでは電源はつきません。
画面が明るく画面が明るく
スイッチ

なり、製品の英字ロゴマークが表示されるまで上にスライ
なり、製品の英字ロゴマークが表示されるまで上にスライ
ドさせて
ドさせて
ください。 ください。
※製品の英字ロゴマークが表示された後、
※製品の英字ロゴマークが表示された後、
画面は一度暗くなります
画面は一度暗くなります
本体側
が約４秒ほど待つと、
が約４秒ほど待つと、
商品タイトル画面が表示され起動します。
商品タイトル画面が表示され起動します。
※約４秒待っても起動しない場合は、
※約４秒待っても起動しない場合は、
電池不足の可能性があります。
電池不足の可能性があります。

差し込み口の形状の注意点
差し込み口の形状の注意

ACアダプター
差し込み口

TYPE 5 UTYPETYPE
5 U5

Mini USB
Bタイプの端子
ACアダプター
本体側

ACアダプターマーク
ACアダプターマ
ACアダプターを使用
ACアダプタ
している時は、
している時は
画面右
上の電池マークがAC
上の電池マー
アダプターのマークに
アダプターの
変わります。 変わります。

TYPE
TYPE 5
5 MU TYP

Mini USB
Bタイプの端子

ACアダプター
※端子には上下があります。
※端子には上下があります。
Micro USB
Mini USB Bタイプ
Mini USB
Bタイプ
電源プラグタイプ
電源プラグタイプ
向きに注意して挿入して
向きに注意して挿入して
Bタイプ
ください。
ください。

Micr
Bタイ

必ずお読みください。
必ずお読みください。
お子様の場合は保護者の方がお読みください。
お子様の場合は保護者の方がお読みください。
●小部品があります。
●小部品があります。
誤飲・窒息の危険がありますので、
誤飲・窒息の危険がありますので、
３才未満のお子様には絶対に与えないでください。
３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注

意（ちゅうい）
注 意（ちゅうい）

●本製品は15才未満のお子様には適用しません。
●本製品は15才未満のお子様には適用しません。
15才未満のお子様の場合は、
15才未満のお子様の場合は、
保護者のもとでお使いください。
保護者のもとでお使いください。
●本製品は単3形アルカリ乾電池(4本）
●本製品は単3形アルカリ乾電池(4本）
を使用
を

しています。
しています。
乾電池の交換は、
乾電池の交換は、
保護者の方が行ってください。
保護者の方が行ってください。
●乾電池は飲み込むと危険です。
●乾電池は飲み込むと危険です。
お子様の手の届かない所に保管してください。
お子様の手の届かない所に保管してください。
また万一飲み込んだ
また万一飲み込

場合にはすぐに医師に相談してください。
場合にはすぐに医師に相談してください。
≪電池を誤使用すると発熱
≪電池を誤使用すると発熱
・破裂・液漏れの恐れがあります。
・破裂・液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください≫
下記に注意してください≫
・二次電池(充電式電池）
・二次電池(充電式電池）
は、絶対に は、絶

使用しないでください。
使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、
・古い電池と新しい電池、
いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
・＋−
（プラスマイナス）
・＋−
（プラスマイナス）
を正しくセッ
を正しくセッ
トしてください。
トしてください。
・遊んだ ・遊

後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
はずした電池は、
はずした電池は、
小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
・ショートさせたり充電、
・ショートさせたり充電、
分解、加熱、
分解、
火 加

の中に入れたりしないでください。
の中に入れたりしないでください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、
・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、
医師に相談してください。
医師に相談してください。
皮膚や服に付いたときは水で洗
皮膚や服に付いたときは水

ってください。
ってください。
・廃棄するときは、
・廃棄するときは、
自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●ACアダプターを使用する際は、
●ACアダプターを使用する際は、
必ずタカラトミー製ACアダプターTYPE５U
必ずタカラトミー製ACアダプターTYPE５
（別

売り）
を使用してください。
売り）
を使用してください。
●タカラトミー製ACアダプターTYPE５U
●タカラトミー製ACアダプターTYPE５U
（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
●縁部が鋭い箇所がありますの
●縁部が鋭い箇所がありま

で、注意してください。
で、注意してください。
●可動部に指や髪の毛をはさまないように注意してください。
●可動部に指や髪の毛をはさまないように注意してください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、
●思わぬ事故の恐れがありますので、
ご使用後は３才未満のお子様の手の届
ご使用後は３才未満のお子様の手

かないところに保管してください。
かないところに保管してください。
●Ф3.5mmのミニプラグに対応しておりますが、
●Ф3.5mmのミニプラグに対応しておりますが、
周辺の形状により装着できない場合があります。
周辺の形状により装着できない場合があります。
ご確認の上、
ご確認の上、
ご購入ください。
ご購入くだ

●イヤホンを引っぱって、
●イヤホンを引っぱって、
本製品を持ち上げたり、
本製品を持ち上げたり、
無理な力を加えたり、
無理な力を加えたり、
振り回したりしないでください。
振り回したりしないでください。
本製品の破損や故障の原因になります。
本製品の破損や故障の原因になります。
●本製品にイヤホ
●本製品にイ

ンを装着する前に、
ンを装着する前に、
イヤホンジャ
イヤホンジャ
ック周辺の汚れやほこり等を除去してください。
ック周辺の汚れやほこり等を除去してください。
内部に異物が押し込まれて故障の原因になります。
内部に異物が押し込まれて故障の原因になります。
●イヤホンを装着したことによ
●イヤホンを装着したこと

る、本製品の故障やメモリーの消失に関して、
る、本製品の故障やメモリーの消失に関して、
弊社では一切の保障を致しかねます。
弊社では一切の保障を致しかねます。
●イヤホンやACアダプターを装着した際、
●イヤホンやACアダプターを装着した際、
奥まできちんと入っていることをご
奥まできちんと入っていること

確認の上、ご使用ください。
確認の上、ご使用ください。
●タッチスクリーンの操作は専用ペンまたは手で行ってください。
●タッチスクリーンの操作は専用ペンまたは手で行ってください。
それ以外のもの
それ以外のもの
（ペンや鉛筆、
（ペンや鉛筆、
先が尖ったものなど）
先が尖ったものなど）
で操作すると、
で操作する
故

障やタッチスクリーンに傷がつく原因となります。
障やタッチスクリーンに傷がつく原因となります。
●先端が破損したり、
●先端が破損したり、
汚れていたりする専用ペンを使用しないでください。
汚れていたりする専用ペンを使用しないでください。
タッチスクリーンに傷をつけてしまうこ
タッチスクリーンに傷をつけてしま

とがあります。
とがあります。
●タッチスクリーンを強い力でこすったり叩いたりしないでください。
●タッチスクリーンを強い力でこすったり叩いたりしないでください。
故障や画面に傷がつく原因となります。
故障や画面に傷がつく原因となります。
●専用ペンを過度に倒してタッチスクリ
●専用ペンを過度に倒してタッチス

ーンをこすらないでください。
ーンをこすらないでください。
故障やタッチスクリーンに傷がつく原因となります。
故障やタッチスクリーンに傷がつく原因となります。
●安全のため、
●安全のため、
破損、変形したものを使用しないでください。
破損、変形したものを使用しないでください。
●専用ペンを強い
●専用ペンを
力でこすったり、
力でこすったり、
先端を引っぱったりしないでください。
先端を引っぱったりしないでください。
ペン先が破損する恐れがあります。
ペン先が破損する恐れがあります。

（お願い)○ご使用前に
（お願い)○ご使用前に
「いつでも脳
「いつでも脳
トレ パズルタブレッ
トレ パズルタブレッ
ト」取り扱い説明書をよくお読みください。
ト」取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。
○梱包材は開封後、
○梱包材は開封後、
すぐに捨ててください。
すぐに捨ててく

○故障の原因になりますので、
○故障の原因になりますので、
直射日光のあたる所、
直射日光のあたる所、
暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、
暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、
低すぎる所には置かないでください。
低すぎる所には置かないでください。
○ぶつけたり、
○ぶつけたり、
落としたりすると故障の原因になりますの
落としたりすると故障の原因になり

で、安定した平らな場所でご使用ください。
で、安定した平らな場所でご使用ください。
○長時間遊ばないときは、
○長時間遊ばないときは、
必ず電池を抜いて保管してください。
必ず電池を抜いて保管してください。
○本製品は非防水のため絶対にぬらさないでください。
○本製品は非防水のため絶対にぬらさないでください。
万一水などでぬれた場合
万一水などでぬれ
は、吸水性の良い布等で水分を取ってください。
は、吸水性の良い布等で水分を取ってください。

発売元 : 有限会社
発売元 デジレク
: 有限会社
トデジレクト
製造元 : 製造元 :

MADE IN CHINA
MADE IN
©T-ARTS
CHINA ©T-ARTS

A3 420A3
X 297
420 mm
X2

電2源のON・O
電 源のON・OFF
FF

3 メニュー画
3 メニュー画
面 面

じめに…
●はじめに…

画面はタッチパネルになっています。
画面はタッチパネルになっています。
付属の専用ペン又は手で選択する箇所を
付属の専用ペン又は手で選択する箇所を
タッチし、操作してください。
タッチし、操作してください。

直後の画面には透明フィルムが貼られています。
ご購入直後の画面には透明フィルムが貼られています。
お好みで剥がしてください。
お好みで剥がしてください。

電源スイッチを上に向かって
電源スイッチを上に向かって

電源ON電源ON
約１秒ほどスライ
約１秒ほどスライ
ドさせます。
ドさせます。
電源
スイッチ

※ばね式になっているのでスイ
※ばね式になっているのでスイ
ッチは手を離すと下に戻ります。
ッチは手を離すと下に戻ります。
※軽く上にスライ
※軽く上にスライ
ドさせるだけでは電源はつきません。
ドさせるだけでは電源はつきません。
画面が明るく画面が明るく
なり、製品の英字ロゴマークが表示されるまで上にスライ
なり、製品の英字ロゴマークが表示されるまで上にスライ
ドさせて
ドさせて
ください。 ください。
※製品の英字ロゴマークが表示された後、
※製品の英字ロゴマークが表示された後、
画面は一度暗くなります
画面は一度暗くなります
が約４秒ほど待つと、
が約４秒ほど待つと、
商品タイトル画面が表示され起動します。
商品タイトル画面が表示され起動します。
※約４秒待っても起動しない場合は、
※約４秒待っても起動しない場合は、
電池不足の可能性があります。
電池不足の可能性があります。

電源スイッチを上に向かって
電源スイッチを上に向かって

電源OFF
電源OFF
約２秒ほどスライ
約２秒ほどスライ
ドさせます。
ドさせます。

面の省エネについて
画面の省エネについて

メニュー画面
メニュー画面

を「ON」
電源を
にしたまま約１分間操作を行わなかったときには、
「ON」にしたまま約１分間操作を行わなかったときには、
が暗くなります。
画面が暗くなります。
画面をタッチするとその前に表示されていた
画面をタッチするとその前に表示されていた
に戻ります。
画面に戻ります。

クロスワークロスワー
ドパズルが３
ドパズルが３
００問解けるモー
００問解けるモー
ドです。 ドです。
クロスワード
クロスワード
ナンプレが１
ナンプレが１
００００問解けるモー
００００問解けるモー
ドです。 ドです。
ナンプレナンプレ

告音について
警告音について

を「ON」
電源を
にしたまま約２分間操作を行わなかったときには
「ON」にしたまま約２分間操作を行わなかったときには
源切り忘れ警告」
「電源切り忘れ警告」
のブザーが鳴ります。
のブザーが鳴ります。
そのままさらに操作を行わない
そのままさらに操作を行わない
を続けると約１分ごとに
状態を続けると約１分ごとに
「電源切り忘れ警告」
「電源切り忘れ警告」
のブザーが鳴ります。
のブザーが鳴ります。

童 謡

０曲収録されています。
童謡が５０曲収録されています。
童 童謡が５
謡

歌詞を見ながらメロディに合わせて
歌詞を見ながらメロディに合わせて
歌うことができます。
歌うことができます。
（歌声は入っていません）
（歌声は入っていません）

ートオフについて
オートオフについて

体重、血圧、
体重、
体温、
血圧、
歩数を記録することができる
体温、歩数を記録することができる
健康管理健康管理

源切り忘れ警告」
「電源切り忘れ警告」
のブザーが３回鳴ったあと、
のブザーが３回鳴ったあと、
そのままさらに操作を行
そのままさらに操作を行
い状態を続けると、
わない状態を続けると、
無操作状態になってから約５分後ブザーと共に本
無操作状態になってから約５分後ブザーと共に本
電源が切れます。
体の電源が切れます。
再度遊ぶときには
再度遊ぶときには
【電源スイッチ】
【電源スイッチ】
を「ON」にする操
を「ON」にする操
行ってください。
作を行ってください。
「クロスワー
「クロスワー
ド」
「ナンプレ」
ド」
「ナンプレ」
の途中でオー
の途中でオー
トオフ機能トオフ機能
いた場合には、
が働いた場合には、
途中の段階のまま
途中の段階のまま
「中断データ」
「中断データ」
として保存されます。
として保存されます。

設4定・初
設 定・初期
期化について
化について

モードです。
モードです。

設 定

音量設定、
明るさ設定、
明るさ設定、
データを初期化する
データを初期化する
設 音量設定、
定
モードです。
モードです。

5 イヤホンの
5 イヤホンの
接 続接 続

変更したい内容を選択します
設定変更したい内容を選択します
。
。

●Ф３．
５mmミニプラグがご使用いただけます
●Ф３．
５mmミニプラグがご使用いただけます
。
。

本体天面のイヤホンジャ
本体天面のイヤホンジャ
ックにイヤホンを挿入してください。
ックにイヤホンを挿入してください。
音の出力がイヤホンに切り替わると画面右端のマークがイヤホン
音の出力がイヤホンに切り替わると画面右端のマークがイヤホン
マークに切り替わります。
マークに切り替わります。
イヤホンマーク イヤホンマーク

音量設定
音量設定

設定したい音量の目盛りをタッチしてください。
設定したい音量の目盛りをタッチしてください。
スピーカースピーカー
：スピーカー状態での音量
：スピーカー状態での音量
イヤホン：イヤホン
イヤホン状態での音量
：イヤホン状態での音量
（「 5 イヤホンの
（「 5 イヤホンの
接続」参照）
接続」参照）
効果音：タッチした時の効果音の有
効果音：タッチした時の効果音の有
・無
・無
が設定できます。
が設定できます。

イヤホン

イヤホン
ジャック

イヤホン

イヤホン
ジャック

明 るさ 設
明定
るさ 設 定
設定したい明るさの目盛りをタッチしてください。
設定したい明るさの目盛りをタッチしてください。
電池使用：
電池使用
電池使用の場合の明るさ
：電池使用の場合の明るさ
ACアダプタ使用
ACアダプタ使用
：ACアダプターの場合の明るさ
：ACアダプターの場合の明るさ
※電池使用の場合は電池の消耗を少なくするために
※電池使用の場合は電池の消耗を少なくするために
明るさを抑えて設定することをお勧めします。
明るさを抑えて設定することをお勧めします。

6 その
6 その
他 のご
他 のご
質 問質 問

万が一ご不明点や間違いを発見した場合は
万が一ご不明点や間違いを発見した場合は
「パズルタブレッ
「パズルタブレッ
ト」HPを ト」HPを
ご確認ください。
ご確認ください。
訂正情報が発生した場合は記載しております。
訂正情報が発生した場合は記載しております。

データを初期化
データを初期化

パズルタブレットHP
パズルタブレットHP

記録していたデータを消したい場合は
記録していたデータを消したい場合は
データを初期化
データを初期化
（購入時の状態に戻す）
（購入時の状態に戻す）
を選択してく
を選択してく
ださい。 ださい。
記録を消したいメニューを選んで初期化を行います。
記録を消したいメニューを選んで初期化を行います。
※クロスワードやナンプレで特典画面が表示されていた場合も
※クロスワードやナンプレで特典画面が表示されていた場合も
表示されなくなりますのでご注意ください。
表示されなくなりますのでご注意ください。

www.digirect.co.jp/puz
www.digirect.co.jp/puz

ク ロク
スロ
ワス
ーワ
ドー ド

⑥文字を入力し終わったら
⑥文字を入力し終わったら
【解答】
をタッチします。
【解答】
をタッチし
アルファベッ
アルファベッ
トのマスが正解→
トのマスが正解→
正解
正解

①問題のサイズ
①問題のサイズ
（５×５、
６（５
×６、
×
７
５、
×７、
６×６、
７×７、
８×８）
を選択します。
８×８）
を選択します。
②選択したサイズの問題の中から
②選択したサイズの問題の中から
お好きな番号の問題を選択します。
お好きな番号の問題を選択します。

全てのマスが正解→
全てのマスが正解→
全正解
全正解
アルファベットのマス

アルファベットのマス

●問題選択をする
●問題選択をする

アルファベットのマスが間違っている場合→
アルファベットのマスが間違っている場合→
不正解
不正解

※文字が全て入力されていなくても
※文字が全て入力されていなくても
【解答】
は機能し
【解答】
ます。
は機能し
※アルファベッ
※アルフ
トのマスは二重枠になっています。
ァベットのマスは二重枠になっています。
※アルファベッ
※アルフ
ト順に文字を並べると単語になります。
ァベット順に文字を並べると単語になります
（例 A：ア B：
（例
イ C：
A
ス→アイス）
：ア B：イ C：ス→アイス）
※間違っている箇所は赤字で表示されます。
※間違っている箇所は赤字で表示されます。

●問題を解く
●問題を解く
カギを消す場合は
カギを消す場合は
「×」をタッチ 「×」をタ①マス目をタッチするとカギが表示されます。
ッチ
①マス目をタッチするとカギが表示されます。

タイマー 解答時間を計測

タイマー 解答時間を計測

②もう一度同じマス目をタッチするとカギの
②もう一度同じマス目をタッチするとカギの
タテ・ヨコが切り替わります。
タテ・ヨコが切り替わります。

③文字の入力は画面下部に表示されるキー
③文字の入力は画面下部に表示されるキー
パッドを使います。
パッドを使います。
入力したい文字の行の
入力したい文字の行の
箇所をタッチすると候補が表示されます。
箇所をタッチすると候補が表示されます。
⑦正解の場合は問題選択画面で、
解いた問題に銀の王冠がマークされます。
⑦正解の場合は問題選択画面で、
解いた問題に銀の王冠がマークされ
入力したい文字をタッチしてください。
入力したい文字をタッチしてください。
全正解の場合は金の王冠がマークされます。
全正解の場合は金の王冠がマークされます。
または、行の文字を連続で押すことで
または、行の文字を連続で押すことで
文字が順番に切り替わります。
文字が順番に切り替わります。
●一時停止をする
●一時停止をする

キーパッド

キーパッド

④次の文字を入力する場合は次のマス目を
④次の文字を入力する場合は次のマス目を
一時停止をしたい場合は問題画面の左
一時停止をしたい場合は問題画面の左
タッチするか、
タッチするか、
【 ＞ 次へ】
【をタッチしてくだ
＞ 次へ】
をタッチしてくだ
上にある【一時停止】
上にある【一時停止】
を押してください。
を押してください。
さい。 さい。

<再開する＞
<再開する＞
⑤やり直す場合は上書きするか、
⑤やり直す場合は上書きするか、
【消しゴム】
【消しゴム】
一時停止ボタンを押す前の画面に戻ります。
一時停止ボタンを押す前の画面に戻ります。
をタッチしてください。
をタッチしてください。

※クロスワードはすべてカナ
※クロスワードはすべてカナ
・大文字で ・大文字で
行を選ぶと候補が表示されます。
行を選ぶと候補が表示されます。

＜中断する＞
＜中断する＞

現在の画面を保存しメニュー画面に戻ります。
現在の画面を保存しメニュー画面に戻ります。
解答してください。
解答してください。
例「きっかけ」
例
→
「きっかけ」
「キツカケ」
→「キツカケ」

<文字の入力方法＞
<文字の入力方法＞

＜リタイア＞
＜リタイア＞

入力した文字をすべて削除し問題選択
入力した文字をすべて削除し問題選択
・
「−」は「ワ行」
・
「−」
に入っています。
は「ワ行」に入っています。
中断したデータはメニューから
中断したデータはメニューから
画面に戻ります。
画面に戻ります。
・
「゛
」
「゜
」は文字の後に続けて入力すると表示されます。
・
「゛
」
「゜
」は文字の後に続けて入力すると表示されます。
クロスワードを選択した際に再開できます。
クロスワードを選択した際に再開でき
例 :「ガ」は「カ」
例 の後に
:「ガ」
「
は「カ」
゛゜」
の後に
を押します。
「 ゛゜」を押します。

●やりなおし
●やりなおし

消しゴム

入力マス移動
消しゴム 入力マス移動

ノートマークを押すと
ノートマークを押すと
問題画面の右上にある
問題画面の右上にある
【やりなおし】
【やりなおし】
を押すと入力した文字をすべて削除し
を押すと入力した文字をすべて削
全てのカギが
全てのカギが
はじめからスター
トできます。
はじめからスター
トできます。
表示されます。
表示されます。

入力した記録はグラフで見ることができます。
入力した記録はグラフで見ることができます。
体重

体重

表示期間を長くしグラフを縮小します

毎日の体重、
毎日の体重、
血圧（最高・
血圧
最低）
（最高
、体温、
・最低）
歩数を記録できるモー
、体温、歩数を記録できるモー
ドです。 ドです。

表示期間を長くしグラフを縮小します

健 康健
管康
理管 理

体温

体温

血圧

血圧

※本製品に計測機能はありません。
※本製品に計測機能はありません。
計測はお手持ちの機器にて行ってください。
計測はお手持ちの機器にて行ってください。

歩数

①入力したいマスをタッチし、
①入力したいマスをタッチし、
該当の数字を入力します。
該当の数字を入力します。
計測した日を入力します。
計測した日を入力します。
<計測日＞<計測日＞

２０２０年１月１日〜２
２０２０年１月１日〜２
０９９年１２月３
０９９年１
１日まで入力できます。
２月３１日まで入力できます。

＜体重＞ 計測した日の体重を入力します。
＜体重＞ 計測した日の体重を入力します。
目標体重も入力します。
目標体重も入力します。

＜血圧＞ 最高血圧と最低血圧を入力します。
＜血圧＞ 最高血圧と最低血圧を入力します。
＜体温＞ 計測した日の体温を入力します。
＜体温＞ 計測した日の体温を入力します。

なるべく毎日同じタイミングで計測するようにしてください。
なるべく毎日同じタイミングで計測するようにしてください。

＜歩数＞ 歩いた歩数を入力します。
＜歩数＞ 歩いた歩数を入力します。

※入力できない数値の場合は画面上に入力範囲が赤字で表示されます。
※入力できない数値の場合は画面上に入力範囲が赤字で表示されます。
※2回目以降はグラフ画面下の
※2回目以降はグラフ画面下の
【入力】
をタッチすると入力画面になります。
【入力】
をタッチすると入力画面になります。

②入力が終わったら
②入力が終わったら
【記録】
を押します。
【記録】
を押します。

※最初に保存した計測日から
※最初に保存した計測日から
４０９６日分のデータを保存できます。
４０９６日分のデータを保存できます。
※データを修正したい場合は同じ計測日を入力することで上書きできます。
※データを修正したい場合は同じ計測日を入力することで上書きできます。

タブをタッチすると表示される内容が変わります。
タブをタッチすると表示される内容が変わります。

表示期間を短くしグラフを拡大します

目標体重

表示期間を短くしグラフを拡大します

目標体重

歩数

ナ ンナ
プン
レプ レ

正解

プレは太線で囲まれた３
ナンプレは太線で囲まれた３
×３のブロック
×３のブロック
・縦・横各列に
・縦・横各列に
することなく
重複することなく
１〜９までの数字を入れるパズルです。
１〜９までの数字を入れるパズルです。

⑥解答すると正解、
⑥解答すると正解、
不正解が 不正解が
同じレベルの
同じレベルの【次の問題へ進む】
か
か
正 解 【次の問題へ進む】
【レベル選択に戻る】
【レベル選択に戻る】
かを選べます。
かを選べます。
表示されます。
表示されます。

不正解 <再開する＞
不正解 <再開する＞

同じ問題に戻ります。
同じ問題に戻ります。

の空いたマス目に上記のルールで数字を埋めること
全ての空いたマス目に上記のルールで数字を埋めること
きれば正解です。
ができれば正解です。

<問題をスキップ＞
<問題をスキップ＞
解答した問題をスキップして次の問題に
解答した問題をスキップして次の問題に
移動します。移動します。

ば同じ列に
※例えば同じ列に
「３」が２つあると間違いです。
「３」が２つあると間違いです。

<レベル選択へ戻る＞
<レベル選択へ戻る＞

題選択をする
●問題選択をする

レベル選択画面に戻ります。
レベル選択画面に戻ります。

題のレベルを選択してください。
①問題のレベルを選択してください。

●お気に入りに登録する
●お気に入りに登録する

L1 ナンプレ初心者向け
LEVEL1 ナンプレ初心者向け
LEVEL 4 ナンプレ中級者向け
LEVEL 4 ナンプレ中級者向け

答時間：
（目標解答時間
No.0001〜1000
：No.0001〜1000
3分）
（目標解答時間
3分）
：
（目標解答時間
No.6001〜7000
：No.6001〜7000
27分
27分
No.7001〜8000
32分
32分
L2 ナンプレ初心者向け
LEVEL 2 ナンプレ初心者向け No.7001〜8000
No.8001〜9000
35分)
35分)
答時間：
（目標解答時間
No.1001〜2000
：No.1001〜2000
8分
8分 No.8001〜9000

正解はしたけれど、
正解はしたけれど、
タイムを速くするために
タイムを速くするために
もう一度解きたい場合は
もう一度解きたい場合は
「お気に入りに登録」
「お気に入りに登録」
にチェックを入れます。
にチェックを入れます。
登録するとレベル
登録するとレベル
選択画面からもう一度解くことができます。
選択画面からもう一度解くことができます。

5 ナンプレ上級者向け
LEVEL 5 ナンプレ上級者向け
No.2001〜3000
No.2001〜3000
11分） LEVEL
11分）
（目標解答時間：
（目標解答時間
No.9001〜9250
：No.9001〜9250
47分
47分
L3 ナンプレ中級者向け
LEVEL 3 ナンプレ中級者向け

No.9251〜9500
56分
56分
時間：
（目標解答時間
No.3001〜4000
：No.3001〜4000
16分
16分 No.9251〜9500
No.9501〜9750
78分
78分
No.4001〜5000
No.4001〜5000
18分
18分 No.9501〜9750
No.9751〜10000
No.9751〜10000
90分）
90分）
No.5001〜6000
No.5001〜6000
20分）
20分）

※お気に入りは１
※お気に入りは１
０個まで保存できます。
０個まで保存できます。
※「お気に入りに登録」
※「お気に入りに登録」
からチェックを外すと
からチェックを外すと
レベル選択画面からは表示されなくなります。
レベル選択画面からは表示されなくなります。

●問題を解く
●問題を解く

●仮置きモード
●仮置きモード

スキップ

①入力したいマスをタッチします。
①入力したいマスをタッチします。

候補となる数字を仮置きしたい場合に使用します。
候補となる数字を仮置きしたい場合に使用します。

②そのマスが選択されているのを確認し
②そのマスが選択されているのを確認し【メモ】
を押すと＜仮置きモー
【メモ】
を押すと＜仮置きモー
ド＞になります。
ド＞になります。
画面下部に表示されるキーパッ
画面下部に表示されるキーパッ
ドの数字を
ドの数字を
候補となる数字を３個まで表示することができます。
候補となる数字を３個まで表示することができます。
タッチします。
タッチします。
仮置きをやめる場合はまた
仮置きをやめる場合はまた
【メモ】
を押してください。
【メモ】
を押してください。
③やり直す場合は上書きするか、
③やり直す場合は上書きするか、
【消しゴム】
【消しゴム】
をタッチしてください。
をタッチしてください。

●一時停止をする
●一時停止をする

④全部のマスが埋まったら
④全部のマスが埋まったら
【解答】
を【解答】
を
押してください。
押してください。

消しゴム

メモ

一時停止をしたい場合は
一時停止をしたい場合は
【一時停止】
【一時停止】
を押してください。
を押してください。

⑤問題をスキップすることもできます。
⑤問題をスキップすることもできます。

キーパッド

メモ

一時停止ボタンを押す前の画面に戻ります。
一時停止ボタンを押す前の画面に戻ります。
<再開する＞
<再開する＞

現在の画面を保存しメニュー画面に戻ります。
現在の画面を保存しメニュー画面に戻ります。
＜中断する＞
＜中断する＞
※スキップした場合は同じレベルの次の問題になります。
※スキップした場合は同じレベルの次の問題になります。
※中断したデータはメニューからナンプレを選択した際に再開できます。
※中断したデータはメニューからナンプレを選択した際に再開できます。
※スキップした問題はそのレベルの最後に順番が変わり
※スキップした問題はそのレベルの最後に順番が変わり
消しゴム
入力した数字をすべて削除し問題選択画面に戻ります。
入力した数字をすべて削除し問題選択画面に戻ります。
＜リタイア＞
＜リタイア＞
ます。
ます。

キーパッド

童

謡
童

謡

特典応
特募について
典 応 募について

きになりたい曲を選ぶと歌詞が表示されメロディが流れます。
お聞きになりたい曲を選ぶと歌詞が表示されメロディが流れます。
入っていません）
（歌は入っていません）
曲選択に戻ります
曲選択に戻ります

クロスワークロスワー
ド３００問すべてと、
ド３００問すべてと、
ナンプレ LEVEL５の1000問すべてを
ナンプレ LEVEL５の1000問すべてを
クリアすると表示されたキーワー
クリアすると表示されたキーワー
ドで特典プレゼン
ドで特典プレゼン
トの抽選にご応募が
トの抽選にご応募が
可能です。
可能です。
特典の応募方法について、
特典の応募方法について、
詳しくはHPをご確認ください。
詳しくはHPをご確認ください。

www.digirect.co.jp/puz
www.digirect.co.jp/puz

※特典応募については時期により終了している可能性があります。
※特典応募については時期により終了している可能性があります。

スクロール
バー

スクロール
バー

一時停止/再生
スクロールバー
スクロールバー 一時停止/再生
前の曲への移動
前の曲への移動
次の曲への移動
次の曲への移動

やスクロールバーをタッチしたまま動かすと画面が移動します。
画面やスクロールバーをタッチしたまま動かすと画面が移動します。

表示は曲に合わせて自動では動きません。
※歌詞表示は曲に合わせて自動では動きません。
手動でスクロール
手動でスクロール
（タッチしたまま動かす）
（タッチしたまま動かす）
してください。してください。
画面でも音量設定ができます。
※再生画面でも音量設定ができます。

録曲＞ <収録曲＞

の人形青い眼の人形
浦島太郎 浦島太郎
靴が鳴る 靴が鳴る
茶つみ
茶つみ故郷
故郷
尊し 仰げば尊し
江戸子守唄 江戸子守唄
げんこつ山 げんこつ山
ちょうちょう ちょうちょう
蛍の光
蛍の光
赤い靴
朧月夜
朧月夜こいのぼり こいのぼり
月
月
虫の声
虫の声
小鳥 赤い鳥小鳥
案山子
案山子荒城の月 荒城の月
通りゃんせ 通りゃんせ
むすんでひらいて
むすんでひらいて
この町あの町この町
かごめかごめかごめかごめ
黄金虫
黄金虫どんぐりころころ
どんぐりころころ
村祭り
村祭り
雨ふり
かたつむり かたつむり
さくらさくら さくらさくら
七つの子 七つの子
紅葉
紅葉
がたどこさ
あんたがたどこさ
かもめの水兵さん
かもめの水兵さん
静かな湖畔 静かな湖畔
はと
はと 桃太郎
桃太郎
兎と亀
汽車ぽっぽ 汽車ぽっぽ
シャボン玉 シャボン玉
春が来た 春が来た
雪
雪
海 金魚の昼寝 金魚の昼寝
証城寺の狸囃子
証城寺の狸囃子
春の小川 春の小川
ゆりかごの唄ゆりかごの唄
ンス 兎のダンス
金太郎
金太郎背くらべ
背くらべ
ふじの山 ふじの山
われは海の子われは海の子

より最終番まで収録していない場合
※曲により最終番まで収録していない場合
（１番のみ収録等）
（１番のみ収録等）
があります。ご了承ください。
があります。ご了承ください。

クリアをすると問題選択画面からいつでも
クリアをすると問題選択画面からいつでも
キーワードが確認できます。
キーワードが確認できます。
初期化を行ってしまうとキーワー
初期化を行ってしまうとキーワー
ドが確認 ドが確認
できなくなってしまうのでご注意ください。
できなくなってしまうのでご注意ください。
※キーワードについてSNS等での拡散はお控えください。
※キーワードについてSNS等での拡散はお控えください。
※特典応募の際には本商品を購入した際の領収書が
※特典応募の際には本商品を購入した際の領収書が
必要になります。
必要になります。
必ず大切に保管しておいてください。
必ず大切に保管しておいてください。

