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商品コード

ポケトークS 本体

■寸法：幅53.8mm/厚み11.5mm/高さ91.6mm ■質量：75g ■ディスプレイ：2.8inch(解像度640×480px)タッチパネル ■音
声翻訳対応言語数：74言語(55言語では音声とテキストに、19言語ではテキストに翻訳します。2019年11月時点) ■カメラ：リア
カメラ800万画素オートフォーカス ■カメラ翻訳対応言語数：55言語 ■スピーカー/マイク：1.5Wスピーカー×2/ノイズキャン
セリング機能搭載デュアルマイク ■CPU：ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz ■OS：Android OS 8.1のカスタマイズ OS ■
メモリ：ROM 8GB/RAM 1GB ■充電端子：USB Type-C ■バッテリー：1200mAh(リチウムイオン電池) ■連続待受時間：約
60時間(電波を正常に受信できる静止状態での平均時間。使用環境や設定などにより、連続待受時間は変動します。) ■連続翻訳時
間：約270分(10分あたり5分間連続して翻訳を行ない、輝度50%、音量50%の状態で繰り返した場合の時間。使用環境や設定など
により、連続翻訳時間は変動します。) ■充電時間：約105分(本製品付属品の電源アダプタとケーブルを使用) ■ワット時定格量：
4.56Wh(旅客機搭乗時や空輸時、リチウムイオン電池のワット時定格量の提示が求められた場合はこの数値を報告してください) 
■充電仕様：入力電圧＝5V/入力電流 2Aまで ■Bluetooth：Bluetooth4.2 ■SIMカードスロット：nano-SIM ■データ通信方
式、対応周波数帯：3G＝[W-CDMA]1/2/5/6/19、4G=[FDD-LTE]1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28b、［TD-LTE］38/39/40 ■
Wi-Fi対応周波数： IEEE802.11a/b/g/n、2.4GHz＝1～11ch、5GHz＝5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)※注)電波
法で、5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)の屋外利用は禁止されています。必ず屋内で利用してください。(5.2GHz帯高出力データ
通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合は除きます) ■GPS：搭載 ■動作環境：動作温度＝0°C～40°C(結露が
ないこと) /保存温度＝-20°C～45°C(結露がないこと)

①～⑤

⑥■寸法：90×3×55mm ■質量：10g ■nanoSIM ■133の国と地域で利用可能 ■通電から2年間利用可能
①～⑥※ご注文をいただいてからお取り寄せいたしますので、多少納期をいただく商品です。キャンセル・返品はお受けできません。

POCKETALK本体
スタートガイド
ユーザー登録カード
使用許諾条件書
ハードウェア保証書
（個人向け、日本国内のみ）
ACアダプター
充電用USBケーブル
（本体側：USB Type-C、
 給電側：USB Type-A)
取扱説明書

■
■
■
■
■

■
■

■

【セット内容】

749-991
モデル

WiFi仕様SIM無
品番

PTSWW

本体色

白 1① ￥24,800＋税
入数 Ⓜ価格 価格

ソースネクスト

￥24,800＋税

749-989 POCKETALK専用SIM(国際2年) W1P-GSIM⑥ ￥10,000＋税

749-992 PTSGK黒 1② ￥29,800＋税￥29,800＋税

91.6mm ※ほぼ原寸

外国語で書かれた文字をポケトークのカメラで
撮影すると、画像内で日本語に翻訳します。

看板のような色付きの
テキストもばっちり翻訳。

何語か分からなくても
AIが自動で言語を判別。

NEW!

▲

カメラ翻訳

通信スピードが従来モデルよりさらに速くなり
ました。また、ボタンを押した瞬間から翻訳が始
まるため、反応速度が大幅に速くなりました。

押した瞬間から始まる！
高速翻訳 ▲NEW!

夢のAI通訳機 ポケトーク

より速く、薄く、軽く、便利に。

ソースネクストのポケトークは、互いの言葉を話せない人同士が対話できるAI通訳機です。
74の言語に対応し、55言語で音声とテキストに、19言語でテキストに翻訳できます。

（対応言語の詳細はメーカーのサイトをご参照ください）

749-993 PTSGW白 1③ ￥29,800＋税￥29,800＋税

749-994 PTSGG金 1④ ￥29,800＋税￥29,800＋税

749-995 PTSGR赤 1⑤ ￥29,800＋税￥29,800＋税

からのおすすめ

ポケトークSの
動画はこちら

https://youtu.be/
CNWBosfuwkA

ボタンを
押しながら
話すだけ

名刺サイズのボディに

大きな画面！名刺サイズのボディに

大きな画面！

グローバル
通信

SIM2年付

特定技能制度による外国人材・受入れにも外国人材・受入れにも

74言語対応

本体カラーは4色！

新型Sタイプ
登場！登場！



商品種別 色 品番

ケース①
ネックストラップ②
画面保護シール
画面保護ガラス

③

透明
黒

④
⑤
⑥

手帳型ケース⑦

白

黒

茶

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦

■寸法：55×12×93mm ■質量：5g ■材質：熱可塑性ポリウレタン
■寸法：74×14×210mm ■質量：40g ■材質：ポリエステルリボン、ABS樹脂 ■リール付き
■寸法：50×0.1×73mm ■質量：2g ■材質：ポリエチレンフラート(PET) ■セット内容（付属品）：ドライクロス、
ウェットクロス、コットンクロス
■寸法：50×1×73mm ■質量：3g ■材質：ガラス■セット内容（付属品）：ドライクロス、ウェットクロス、コットンクロス　
■寸法：72×29×60mm ■質量：40g ■材質：ABS樹脂
■寸法：80×25×134mm ■質量：35g ■材質：ナイロン
■寸法：60×18×94mm ■質量：40g ■材質：人工皮革、人工皮革（マイクロファイバー）、熱可塑性ポリウレタン（TPU）

PTS-CCL
PT-SBK
PTS-FCL
PTS-FGL

PT-PBK
PTS-NBR

PTS-DWH

商品コード 価格

749-996 ￥1,500＋税
749-997 ￥1,500＋税
749-998 ￥1,000＋税
749-999
750-000
750-001
750-002

￥1,500＋税
￥3,000＋税
￥1,900＋税
￥2,000＋税

クレードル
ポーチ

例えば、入国審査なら、入国の目的は人それぞれ。こちらの答え方
によっては入国できずに終了するなど、内容に応じて回答するAI
だからこそ、リアルな会話の事前練習ができます。

例えば、パソコンでテキストをコピペして編集
したり、スクリーンに投影することも可能です。
ご利用は、メニューからポケトークセンターを
選んで表示されるQRコードからアクセスしま
す。なお、翻訳履歴は、本体は1万件まで、ポケ
トークセンターでは無制限に保存できます。

よく使う文章は、お気に入りに登録して、
いつでも呼び出して再生できます。

スワイプで簡単登録 ▲NEW!

便利な機能がたくさん！便利な機能がたくさん！

ポケトークS 専用アクセサリーポケトークS 専用アクセサリー

ポケトークが翻訳した結果は、
自動で保存され、タップするだけで
再生できます。

定型文として登録したフレーズを、
複数のポケトークで共有できます。

ポケトークセンター

英語はもちろん、中国語、韓国語、タイ語から
ベトナム語まで。74言語から選べます。
55言語では音声とテキストに、19言語ではテキストに翻訳します。

詳細は対応言語一覧をご覧ください。

▲通訳 ▲カメラ翻訳

2019年11月時点

※お気に入りで登録したフレーズは共有できません

定型文を、他の端末と共有できる

世界中の人と、場所で
74言語の翻訳に対応

世界133の国と地域で設定なしで使える世界133の国と地域で設定なしで使える

国名の一覧から各国で使用されている主要言語を
選べます。言葉の通じない方でも言語が探せます。

国旗から言語を探す ▲NEW!

通訳言語を切り替える際、「中国語」と言語名を
話せばOK。探す手間がなくなります。

言語名で音声検索

専用機ならではの使いやすさ

ポケトークを学習に使う人のために、英会話の練習
機能を搭載しました。相手の質問に英語で答えると、
AIが内容にあった答えを返します。

内容により、受け答えが変わる

英会話の練習に ▲NEW!

よく使うフレーズを、お気に入りに登録

翻訳結果は自動保存、
何度でもリピート

ポケトークの翻訳結果は、本体だけで
なく、クラウド上のポケトークセン
ターにもリアルタイムに保存されて
いき、ブラウザで表示できます。

翻訳が必要なさまざまなシーンに
対応できる便利な機能を多数搭載
しています。

多機能をやさしく。

分かりやすいメニューから、各機能を簡単に
起動できます。メニューはいつでも下からス
ワイプで表示できるほか、よく使う機能は画
面の右上にショートカットとして常時表示
させておけます。

タブレットやスマホに表示できる「ポケトークセンター」
自分宛の申し送り、履歴確認などに大活躍！

① ②

⑤

⑦
⑥

④

③ ※ポケトークS本体は
付属しません

全ての言語に
対応するためには、

全ての言語に
対応するためには、

最新のバージョンへ
アップデートが

必要です。

最新のバージョンへ
アップデートが

必要です。

※ポケトークS本体は付属しません

明日の打合せは
10時～です

明日の打
合せは10
時～です

明日の打
合せは10
時～です

明日の打
合せは10
時～です

明日の打
合せは10
時～です

明日の打
合せは10
時～です

JK0077-202001

販売店記入欄

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

0120-535-071TELお問い合せセンター
ご不明な点・カタログの請求に関してはスマート介護お問い合せセンターまでご連絡ください。

午前９時～午後６時（日・祝祭日を除く）

■日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はスマート介護お問い合せセンター（0120-535-071）までご相談ください。 
■このチラシの商品はお貸出しをしています。（※一部商品を除く）スマート介護お問い合せセンターまでご用命ください。
■Ⓜ価はメーカー希望小売価格（税別）です。 
■4はお取り寄せ商品です。キャンセル・返品はお受けできません。

0120-535-060
https://www.smartkaigo.jpFAXでのご注文は、スマート介護 vol.6カタログ

裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

スマート介護 検索

FAXでのご注文 WEBでのご注文


