EnglishPad̲取扱説明書
H4

２色印刷 赤色：PANTOON 2035c 紺色：PANTOON 288c

※全ての図版、アタリ画像を参考に、指定の特色で２色分解してください。

H1

※配置画像全てアタリです。同名の本画像に差し替えてください。

こまったときは？
この玩具は、感圧式のタッチパネルです。タッチペンはなる
べく立て、少し強めにタッチしてください。ペアレンツボタン
の中の、設定メニューの「タッチ補正」で、タッチ位置を再度
登録してください。タッチ位置を認識するデータが何かしら
の理由で不調になった可能性があります。
本体裏側にある、リセットボタ
ンを押して初期化してみてく
ださい。
※その場合、取り組んでいた
学習やゲームの記録は保存さ
れないことがありますのでご
注意ください。

ボタンがきかない・
画面が進まない
場合

使用上の注意
● お手入れの仕方
・本体やペンの表面に汚れが付着したときは、乾いたやわらか
い布で拭き取ってください。
・汚れをふくときには、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わ
ないでください。

● オートパワーオフ機能

リセットボタン

ペンを
なくした場合

※専用の付属タッチペンのみをご希望の場合、
お客さまの自己理由による紛失の場合、
本体ごとご購入いただきます。
ペンのみの販売はございませんので、
なにとぞご了承ください。

ワードコレクションに英単語・アルファベットをためるには、
ゲーム中に英単語・アルファベットのゲームに正解して獲得
しなくてはなりません。えいごドライブゲーム、アルファベッ
トタッチに取り組んで、正解するとたまります。

約２分間操作しないと、自動的に電源がOFFとなります。

※裏に、
タッチペンが入っています。
タッチペンは、
振り回したり人に投げたり、
目や鼻に近づけたり、
口の中に入れたりしないでください。

ペアレンツボタン
おうちのかた専用のボタンです。
各種設定（パスワード入力など）や、
お子さんのがんばり度確認を
みることができます。

不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分
してください。

英語のコンテンツの
冒頭の説明を
スキップしたい場合

英語のコンテンツの冒頭のゲーム説明は、一度取り組むと
画面をタッチしてスキップできるようになっています。

録音の
タイミングが
分からない場合

録音できるゲームでは、画面の
下に合図の音と一緒に録音のバ
ーが表示されます。バーが表示
されている間にマイクに向かっ
て、大きな声で録音してください。

録音のバー

※受付時間 9:00〜21:00
（年末年始を
除く）
※間違い電話が増えておりますので、
電話番号をよくお確かめのうえ、
おかけくださ
い。※一部のIP電話からは042-679-6179
へおかけください
（ただし、通話料金がかか
ります）
。※音声ガイダンスでご案内します。
※会員番号をお手元にご用意のうえ、
おか
けください。

ペットの
お世話遊びが
できます。

● 使用電池と電池寿命

英語学習コンテンツ

5月号〜

えいご
マッチングゲーム

えいご
ドライブゲーム★

7月号〜

えいごで
ダンス

えいごで
さくひんづくり

英語の動作動詞（jump/skip
など）の指示を聞き取ってダ
ンスを完成させます。

自分の作った塗り絵作品を、
録音再生機能を使って、プレ
ゼン風に紹介できます。

タッチペンで
ここをタッチして
使います。
※音量調節は画面左上で
３段階に設定できます。

※ON／OFFともに
ボタンを2秒以上長押し

ペットのお部屋

ゲームは全8種類。
月号ごとに新しいゲームが開示されたり、
出題が変わったりします。

液晶画面

電源ボタン

● 廃棄方法

スピーカー

ワードコレクション

ゲーム選択ボタン

付録ボタン

一度正解した英単語や
ゲームを
アルファベットをここから ここから選ぶことが
確認することができます。
できます。

マッチングゲームを通して、
英単語・アルファベットを覚え
ます。

英語の２択クイズです。
★ワードコレクション連動

えいごで
カラオケ

ストーリー
ゲーム

アルファベット
タッチ★

しまじろうと
チャットで おはなし

毎号新しい曲が追加！発音に
気をつけて歌う英語のカラ
オケゲーム。

毎号新しいお話が追加！自分
でつくる英語のお話です。

アルファベットの文字のクイ
ズです。
★ワードコレクション連動

しまじろうと、英語でチャット
風にやりとりします。

※５月号・7月号の
特別付録で使用します。

単3形アルカリ乾電池×3本、1日15分の使用で約1.5ヵ月です。

ペンは
本体の裏側に
セットされて
います

● 電子医療機器をご使用のかたへ
内部部品のスピーカーには磁石を使用しております。電子医
療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないよ
うにご注意ください。

!

注意

必ずおうちのかたがお子さんと一緒に行ってください

初回設定と、毎月号のパスワード設定について

おうちのかた向け

My English Padには、初回設定と、毎月号のパスワード設定が必要です。初回設定では電源を入れたあと、下記の手順で設定してください。
おうちのかたへ 必ずお読みください。

● 安全に使用するため、
この注意事項をよく読んで必ず守ってください。
また、
本来の目的以外の使い方をしないでください。

0120-426-815

録音再生つきのゲームでは、
こちらに向かって
大きな声で話してください。

・本体：ABS、PET ・ペン：ABS ・ネジ：鉄

付属のタッチペンを紛失された場合は、先のとがっていない
細い棒状のものもお使いいただけます。

え い ご

マイク

ペンは本体の裏側に
セットされています。

● 使用材料（内部をのぞく）

本書の「ペットの成長について」をご確認ください。ペットの
成長条件に達していない場合、成長しません。必ず月号パ
スワードを入れてから遊んでください。

TEL
万一、製品の
し まじ ろう
不良・不足・
破損などが
ございましたら、
ご連絡ください。 ※通話料は無料です。

各コンテンツの紹介

※ボタンを2秒以上長押し

ペットが
成長しない場合

ワードコレクションに、
なかなか単語が
たまらない場合

各部名称と機能の説明

保存版
対象年齢：4歳以上

P3

※配置画像全てアタリです。同名の本画像に差し替えてください。

My English Padの使い方

おうちのかたへ

タッチしても
反応しない場合

P2

※全ての図版、アタリ画像を参考に、
２色分解してください。

● ケガや事故の恐れがありますので、
４歳未満のお子さんには絶対に与えないでください。

● ペンを目、
鼻、
口、
耳などに近づけたり、
入れたりしないでください。
目を突くなど、
思わぬケガをするおそれがあります。

※毎号のパスワードは必ず指定のものを入力してください。指定以外のパスワードを入力すると誤作動を起こす場合があります。
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タッチ補正
設定

● 使い終わった教材や梱包資材は、
床などに放置せず、
片づけてください。

踏んで転んだり、
本体が割れてケガをするおそれがあります。
● 教材を振り回すなど、
乱暴に扱ったり、
目的以外の使い方をしないでください。思わぬケガのおそれがあります。
● 教材を屋外で使ったり、
歩きながら使ったりしないでください。
● 誤飲による窒息や怪我の恐れがありますので、
梱包資材を口に入れたり顔を覆ったりしないでください。
● 本体を開けて内部に触れたり、
改造したりしないでください。
● 火のついたコンロなどの火気に近づけないでください。
やけど・火災の危険があります。
● 万一、
発熱したら直ちに使用を中止してください。やけどのおそれがあります。
● 電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。
電池の交換は、
必ずおうちのかたが行ってください。
● 電池の使用を誤ると、
液漏れ・発熱・破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
・ショートさせたり、
分解したりしないでください。
・古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
・＋−
（プラスマイナス）
を正しくセッ
トしてください。
・長時間使わない時は電池を外してください。
・万一、
電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、
医師に相談してください。
● 使用する場合は音量にご注意ください。
聴覚に影響が出る恐れがあります。
● ケガや誤飲などの原因になりますので、
破損・変形・故障したときは使用しないでください。
● ぬれた手で触れたり、
本体に水をかけたりしないでください。
また、
水の近くでは使わないでください。
● 液晶が破損する可能性がありますので、
付属のタッチペン以外の先のとがったもので画面を強くタッチしないでください。
● 画面に目を近づけたり、
暗い場所で使用したりしないでください。光の刺激によって起きる発作の原因になります。
● 液晶画面を強くおさえたり、
本体を落とす・踏みつけるなど強い衝撃をあたえないでください。
液晶が破損してケガをしたり、
電池が破損して発熱しやけどの原因になったりします。
●液晶画面にペンを強く突き刺すようにしたり、
強くこすりすぎないでください。液晶画面のキズの原因になります。

初回設定

画面の案内に従って、画面を何
度かタッチしてください。タッチ
補正とは、タッチした場所を正
確にあわせるための設定です。
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初回設定

「きみの
キャラクター」
設定

３種類の「きみのキャラクター」
の中からお子さんの好きなキャ
ラクターを選んでください。い
つでも変更することができます。

タッチ
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楽しい活用促進機能で、
お子さんの英語学習を
サポートします。

その他のコンテンツ
毎月号設定

パスワード
設定
My English Padは、
１年間使
用する英語玩具です。毎月号の
「Parents Support」
（おうち
のかた向けリーフレット）に記載
してある月号パスワードを入れ
て、月号の設定をしてください。
パスワードは、おうちのかた向
け「ペアレンツサポート」、映像
教材、アルファベットワークブッ
ク内で案内しております。

えいごで おせわ！
メレのへや

お子さんのがんばりに応じて
育つペット。英語でお世話で
きます。

ワードコレクション

レコメンド機能

英語学習コンテンツ
（えいごでドラ
イブゲーム、アルファベットタッチ）
で正解すると、
ここに英語がたま
るしくみです。お子さんだけの
英語辞書ができあがります。

起動するたびに、お子さんにお
すすめのゲームを３つ表示しま
す。この３つから取り組むと、よ
りバランスよく英語学習を進
められます。

ペットの成長について

ペットは、月号の開示と、お子さんの英語の取り組み
度合い（英語学習コンテンツの取り組み回数）によっ
て成長します。
「メレの へや」の右上のゲージがいっ
ぱいになると、
１段階成長します。※ゲージがいっぱい
でも、次の月号が入力されていないと成長しません。

やりすぎ防止タイマーについて
20分間連続して使用すると、
「きゅうけい しよう！」という休憩を促す画面が出ます。
「あとで」か「おわる」を選択
してください。
「おわる」を選択すると電源が切れます。
「あとで」を選択するとゲームを続けることができます。
3月号

5月号

7月号

9月号

11月号

1月号

3月
ファイナル号

がんばり度
確認
ペアレンツボタンから
見られます。
お子さんの英語の
がんばりを確認できる
機能です。

確認できるもの
お子さんの
ワードコレクション
お子さんが獲得した
英語の数のグラフ
お子さんが録音保存
した英語音声

