
 

ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」 HYP10

サポートページ（取扱説明書）



 

1. はじめに

このたびは、ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」HYP10をお買い上げいただき、ありがとうございま
す。ワールドスピークをお使いいただく際には、クイックスタートガイドと合わせて、本サポートページ

をよくお読みになり正しくお使いください。

本機のオンライン翻訳を利⽤するにはインターネット接続が必要です。無線LANに接続いただくか、SIM
カードによるモバイルデータ通信にてご使⽤ください。本機は、無線LAN規格 IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz
帯)を使⽤します。それ以外の周波数帯や規格では利⽤できません。ご使⽤中は、電波状態の良い環境でご
利⽤ください。通信環境が良くない場所で利⽤すると、翻訳やデータ保存などが動作しないことがありま

す。なお、本機はオフライン翻訳にも対応しておりますが、オンライン翻訳に⽐べ、⾔語数および翻訳精

度が若⼲劣る場合があります。



 

1.1 ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」について

ポータブル翻訳機「ワールドスピーク」は、持ち運びに便利なポータブルタイプの翻訳機です。155⾔語
のオンライン翻訳*1に対応し、17⾔語のオフライン翻訳*2にも対応しています。複数の翻訳エンジンから
各⾔語に最適なエンジンを⾃動選択するため、精度の⾼い翻訳が瞬時におこなえます。また、⾔語選択の

変更に便利な⾳声コマンド機能や、よく使うフレーズを登録するお気に⼊り機能、インターネット共有

（テザリング）機能なども搭載しています。

*1 ⼀部⾔語では⾳声⼊⼒、もしくは出⼒に対応しておらず、テキスト翻訳のみに対応しております。
*2 ⾔語によって翻訳可能な組み合わせが異なります。



 

1.2 仕様





 

1.3.1 オプション品（専⽤SIMカード）



 

1.3.2 オプション品（専⽤ケース＆ストラップ）



 

2. 準備

本機ご購⼊後から使⽤を開始するまでの説明です。



 

2.1 セット内容の確認

HYP10本機
クイックスタートガイド（保証書付）

USB充電ケーブル
SIMカードスロット取り出し⽤ピン
データ通信開通案内書

※USB電源アダプタは付属していません。
※品番により、以下のSIMカードが本機に挿⼊されています。

HYP10-G1・・・グローバル対応SIMカード（1GB）
HYP10-G3・・・グローバル対応SIMカード（3GB）
HYP10-J48・・・国内専⽤SIMカード（2年間通信使い放題）



 

2.2 各部の名称

ワールドスピーク本機の各部の名称についての説明です。



 

2.2.1 本機

各部の名称



https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap2/2.2.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap2/2.2.2.html


 

2.2.2 液晶

各部の名称



 

 

2.3 充電する

本機を使⽤する前に、付属のUSB充電ケーブルを差し込み、充電してください。 
電池残量が15％以下になった場合、本機下部のLEDライトが⾚⾊に点滅しますので、 
その際も本機にUSB充電ケーブルを差し込み、充電してください。 
満充電後はバッテリーの消耗を抑えるため、USB充電ケーブルを本機から抜いて使⽤してください。

充電する時は、必ず付属の充電ケーブルをお使いください。

お買い上げ時、内蔵バッテリーは⼗分に充電されておりません。必ず充電してからお使いください。

1. 付属のUSB充電ケーブルを本機のmicroUSBケーブル接続⼝に差し込みます

2. ⽚⽅をUSB電源アダプタ（別売）に接続し、コンセントに差し込みます

3. 充電完了後は、速やかに本機からUSB充電ケーブルを抜きます

4. USB電源アダプタをコンセントから抜きます

本機の電源を切って充電しているときに電源ボタンを押すと、バッテリー残量を確認することができ

ます。

本機はUSB電源アダプタを付属しておりません。充電をするときは、DC5V 2A供給可能なUSB電源ア
ダプタを使⽤してください。

https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap2/2.2.2.html
https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap3/3.html


 

3. 基本操作

ワールドスピークの基本操作についての説明です。



 

3.1 電源操作について

ワールドスピークの電源の⼊れ⽅／切り⽅／再起動／初期化／機内モードについての説明です。



 

3.1.1 電源を⼊れる

1.電源ボタンを約5秒⻑押しする

本機が起動し、トップページが表⽰されます。

初期開通時のモバイルデータ通信の開通に関しては、最⼤5分程度かかる場合がございます。



 

3.1.2 電源を切る

1.電源オン時に、電源ボタンを約1秒⻑押しすると電源メニューが表⽰される

「電源を切る」「再起動」「初期化」「機内モード」の選択肢が表⽰されます。

2.「電源を切る」タッチする

本機側⾯にあるリセットボタンを押すと、強制的に電源を切り再起動することができます。本機を操

作しても画⾯が変わらない、正常に動作していない場合はリセットボタンを押してください。



 

3.1.3 再起動する

1.電源オン時に、電源ボタンを1秒⻑押しすると電源メニューが表⽰される

2.「再起動」をタッチする



 

3.1.4 初期化

1.電源オン時に、電源ボタンを1秒⻑押しすると電源メニューが表⽰される

2.「初期化」をタッチする

本機に保存したすべてのデータや設定が初期化されます。⼀度初期化されたデータは復元できませ

ん。



 

3.1.5 機内モード

1.電源オン時に、電源ボタンを1秒⻑押しすると電源メニューが表⽰される

2.「機内モード」をタッチする



 

3.2 スリープ状態にする

液晶パネルに画⾯が表⽰された状態で電源ボタンを短く押すと液晶パネルが消灯し、スリープ状態になり

ます。スリープ状態にすると液晶パネル操作を受け付けないため、誤動作を防ぐことができます。また、

バッテリーの消費を抑えることができます。

スリープ状態から復帰するときは、再度電源ボタンを短く押してください。

「スリープ設定」にて時間設定をしている場合、電源を⼊れてから任意の設定した時間内に操作がな

かったときに⾃動でスリープ状態になります。



 

3.3 ⾳量を調整する

1.翻訳画⾯にて液晶をタッチしたまま、指を上下にスライドする

※[設定]→[環境設定]→[ディスプレイ設定]→[⾳量調整]で設定をおこなうこともできます。

2.ボリュームコントローラを調整する

設定より⾳量調整をおこなう場合は、「画⾯タッチ⾳」のオン/オフを切り替えることも可能です。



 

3.4 画⾯を表⽰する

各画⾯についての説明です。



 

3.4.1 翻訳画⾯

会話を翻訳するときの画⾯です。

1.本機を起動し( )をタッチする



 

3.4.2 ⾔語選択画⾯

翻訳する⾔語を選択する画⾯です。

1.翻訳画⾯の国旗をタッチする

「すべて」タブ：翻訳したい⾔語を155⾔語（オフラインの場合は17⾔語）から選択します。
「最近」タブ：直近で使⽤した10⾔語が表⽰されます。

2.⾃分が話す⾔語と、相⼿側の話す⾔語を選択する

⾔語の横に( )マークがある⾔語は、テキスト翻訳のみ可能です。



 

3.4.3 履歴画⾯

翻訳した履歴を確認する画⾯です。

1.( )をタッチする

新しく翻訳した会話から降順に最⼤50件表⽰されます。会話をタッチすると、会話の詳細と⾳声再⽣がで
きます。

初期化を実⾏すると、登録されたデータが削除されます。データの復元はできません。

会話の上で指を左にスライドし、( )をタッチするとその会話だけ履歴から削除することができま
す。

下部にある( )をタッチすると、すべての履歴を削除できます。データの復元はできません。



 

3.4.4 お気に⼊り画⾯

お気に⼊りに登録した翻訳結果を確認する画⾯です。

1.( )をタッチ

新しくお気に⼊り登録した会話から降順に最⼤50件表⽰されます。会話をタッチすると、会話の詳細と⾳
声再⽣ができます。

初期化を実⾏すると、登録されたデータが削除されます。データの復元はできません。

会話の上で左に指をスライドし、( )をタッチするとその会話だけお気に⼊りから削除することがで
きます。



 

3.4.5 設定画⾯

ネットワーク設定や本機環境などの各種設定をおこなう画⾯です。

1.( )をタッチする



 

4. 設定

ネットワーク設定や本機環境設定についての説明です。



 

4.1 ネットワークを設定する

オンライン翻訳を⾏う場合、ネットワーク環境に接続する必要があります。ご使⽤前に必ずネットワーク

を設定してください。

本機専⽤SIMカード以外でのモバイル通信、または無線LANネットワークの設定は当社のサポート対
象外となります。お問い合わせにつきましては、対応いたしかねますので、あらかじめご了承くださ

い。



 

4.1.1 無線LANネットワークに接続する

本機を無線LANネットワーク環境に接続します。

無線LANネットワーク環境を使⽤するときは充分な電波強度が得られる場所でお使いください。
無線LANネットワークの電波強度は、本機をお使いの位置によっても異なります。無線LANルーター
の近くでお使いいただくと、電波強度が改善されることがあります。

1.設定画⾯( )で、[Wi-Fi]をタッチする

2.[Wi-Fi]のスライドボタンをオンにする

3.接続したい無線LANネットワークを選択する

パスワードを⼊⼒する必要があるときは、パスワード⼊⼒欄をタッチすると⼊⼒キーボードが表⽰されま

すので、正しくパスワードを⼊⼒してください。 ⼊⼒画⾯を完了もしくはキャンセルしたいときは、( )
をタッチしてください。

4.[接続]をタッチする

無線LANネットワークへの接続が成功するとネットワーク名の横にチェックマーク( )が表⽰されます



 

LAN
 

LAN
LAN

LAN LAN
LAN

LAN
LAN

( ) LAN
LAN LAN

LAN [ ]
[ ]/[ ]

 
 
 IP IP DNS1 DNS

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.2.html


 

4.1.2 無線LANネットワークの接続を解除する

設定した無線LANネットワーク環境への接続を解除します。

1.設定画⾯( )から[Wi-Fi]をタッチする

2.接続済みの無線LANネットワークをタッチする

3.[登録削除]をタッチする



 

4.1.3 モバイルデータ通信を有効にする

本機のモバイルデータ通信を有効にします。

1.設定画⾯( )の[モバイルデータ]をタッチする

2.[モバイルデータ]のスライドボタンをオンにする

3.モバイルデータ通信が接続される

本機専⽤のSIMカードをお使いの場合は⾃動的にモバイルデータ通信への接続をおこないます。
モバイルデータ通信アンテナの横に"4G"などのネットワークアイコン( )が表⽰されます。



SIM SIM

[ ]

SIM

5
SIM SIM [ ] APN

SIM SIM [ ]

SIM
SIM nano SIM SIM micro SIM

SIM
SIM

[ ]
 SIM Softbank
 SIM Tata communications

[
]

SIM [ ]

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.2.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.4.html


 

4.1.4 モバイルデータ通信を無効にする

本機のモバイルデータ通信を有効にします。

1.設定画⾯( )の[モバイルデータ]をタッチする

2.[モバイルデータ]のスライドボタンをオフにする

3.モバイルデータ通信が切断される

モバイルデータ通信アンテナの横にネットワークアイコン( )が表⽰されます。



 

4.1.5 データローミングを有効にする

本機のデータローミングを有効にします。

1.設定画⾯( )の[モバイルデータ]をタッチする

2.[データローミング]のスライドボタンをオンにする

デフォルト設定値はオンになっています。

本機専⽤グローバルSIMカードを利⽤の場合は、世界178の国と地域で追加料⾦なしでデータ通信容
量/有効期限の範囲でご使⽤いただけます。ただしデータ通信消費量は、翻訳機能を使う際に消費する
ことが前提となっています。

本機のインターネット共有機能を使う場合は、データ消費量が多くなりますのでご注意ください。デ

ータ消費に関して当社はいっさいの責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。不要な場

合はオフにしてください。

データ通信速度はベストエフォートとなります。使⽤する国とエリアによっては現地通信事業者の提

供状況の変更により通信速度が低下もしくは利⽤できない場合があります。

本機専⽤のSIMカード以外のSIMカードをお使いの場合は、[データローミング]を許可すると海外での
パケット通信が可能となり、⾼額料⾦が発⽣する場合があります。この際、当社はいっさいの責任を

負いかねますので、ご了承ください。

本機専⽤のSIMカード以外のSIMカードを挿⼊してモバイルデータ通信を使⽤する場合、通信事業者
の定める利⽤料⾦が発⽣いたします。詳細につきましては、SIMを提供している通信事業者にお問い
合わせください。



 

4.1.6 データローミングを無効にする

本機のデータローミングを無効にします。

1.設定画⾯( )の[モバイルデータ]をタッチする

2.[データローミング]のスライドボタンをオフにする



 

4.1.7 アクセスポイント名（APN）を確認/編集/追加する。

APNの確認/編集/追加をおこないます。本機専⽤のSIMカードを利⽤の場合は、この項⽬の設定は必要あり
ません。

APNの確認/編集をおこなう場合

1.設定画⾯( )→[モバイルデータ]→[アクセスポイント名]から、表⽰されているAPNをタッチする

2.[アクセスポイントの編集]から各項⽬を確認/編集する



APN

1. ( ) [ ] [ ]

2.[APN ]

APN [ ]
[softbank][Tata communications][COMST] APN

SIM
SIM SIM APN SIM

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.6.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.8.html


 

4.1.8 インターネット共有を有効にする

本機のインターネット共有を有効にします。

1.設定画⾯( )の[モバイルデータ]→[インターネット共有]をタッチする



2.

[ ] [ ] [ ]

8

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.7.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.9.html


 

4.1.9 インターネット共有を無効にする

本機のインターネット共有を無効にします。

1.設定画⾯( )の[モバイルデータ]→[インターネット共有]をタッチする

2.スライドボタンをオフにする。



 

4.2 環境設定

本機の環境設定についての説明です。



 

Bluetoothを設定する

Bluetoothで接続できる機器を設定します。

1.設定画⾯( )から[環境設定]→[Bluetooth]をタッチし、オンにする

2.接続したい機器を選択し、ペアリング設定をおこなう

画⾯に表⽰された使⽤可能な機器⼀覧から、任意の機器をタッチしてペアリングしてください。



 

ディスプレイ設定

本機のディスプレイに関連する設定をおこないます。



 

4.2.1 スリープ設定する

スリープ設定をおこないます。

1.設定画⾯( )から[環境設定]→[ディスプレイ設定]→[スリープ設定]をタッチする

2.スリープ設定「しない/30秒/1分/2分/3分」の5段階から選択する

デフォルト値は、「1分」です。



 

4.2.2 明るさを設定する

液晶の明るさを調整できます。

1.設定画⾯( )から[環境設定]→[ディスプレイ設定]→[明るさ設定]をタッチする

2.画⾯をタッチしながら、明るさ調整バーを上（より明るく）/下（より暗く）にスワイプして画⾯輝度を
調節する



 

4.2.3 ⽂字サイズを設定する

本機に表⽰される⽂字のサイズを調整できます。

1.設定画⾯( )で、[環境設定]→[ディスプレイ設定]→[⽂字サイズ]をタッチする

2.画⾯に表⽰される⽂字の⼤きさを、⼩さい/普通/⼤きいの3種類から選択する



 

4.2.4 ⾳量を調整する

翻訳した会話を読み上げる⾳声の⾳量を調整できます。

1.設定画⾯( )で、[環境設定]→[ディスプレイ設定]→[⾳量調整]の順にタッチする。

2.表⽰されるボリュームコントローラーを操作して⾳量を調整する。

ボリュームコントローラーを上（⾳量を⼤きく）／下（⾳量を⼩さく）にスワイプすることで⾳量を調整

できます。

翻訳画⾯の状態で上/下からスワイプすることでも、ボリュームコントローラーを表⽰させられます。
画⾯に表⽰される「画⾯タッチ⾳」スライドボタンのオン/オフで、タッチ⾳を設定できます。



 

システム⾔語を設定する

本機に表⽰されるシステム⾔語を設定します。

1.初回起動時、または設定画⾯( )から[環境設定]→[システム⾔語]をタッチする

2.11⾔語から選択する



 

初期化する

本機に保存されている翻訳結果や設定項⽬などあらゆる情報を⼯場出荷前状態にリセットします。

1.設定画⾯( )から[環境設定]→[初期化]の順にタッチする。

初期化に関する注意⽂が表⽰されますので、よくご確認いただき、初期化を実⾏される場合は「は

い」をタッチします。

中断する場合は「いいえ」をタッチするか、もどるマーク( )をタッチする、またはマジックホーム
ボタンを押下します。



 

5. 会話

会話の翻訳⽅法についての説明です。



 

5.1 会話を始める前に

本機がネットワーク環境に接続されていることを確かめてください。

ネットワーク環境への接続⽅法は  4.1ネットワークを設定する をご確認ください。

オフライン状態で使⽤する場合、ネットワーク環境への接続は不要です。

（オフライン翻訳時の翻訳可能⾔語数は17⾔語です）
オフライン翻訳にアクセスする際、移⾏に時間がかかる場合がございます。



 

5.1.1 ⾔語を選択する（左側）

1.左側の国旗をタッチし、⾔語を選択する。

[すべて]タブでは⾔語の⼀覧を、[最近]タブでは、最近使⽤した⾔語を10個まで履歴表⽰します。

⾔語の横に( )マークがあるものは、⾳声⼊⼒/出⼒をサポートしていない⾔語があり、その場合テキ
スト翻訳のみ可能です。⾳声の⼊⼒/出⼒時にはエラーメッセージが表⽰され、会話を翻訳するとテキ
ストのみ表⽰されます。



 

5.1.2 ⾔語を選択する（右側）

1.右側の国旗をタッチし、⾔語を選択する。

[すべて]タブでは⾔語の⼀覧を、[最近]タブでは、最近使⽤した⾔語を10個まで履歴表⽰します。

⾔語の横に( )マークがあるものは、⾳声⼊⼒/出⼒をサポートしていない⾔語があり、その場合テキ
スト翻訳のみ可能です。⾳声の⼊⼒/出⼒時にはエラーメッセージが表⽰され、会話を翻訳するとテキ
ストのみ表⽰されます。



 

5.1.3 ⾳声コマンド⼊⼒で⾔語を選択する

⾳声コマンド⼊⼒で⼀度に左右の⾔語を選択することができます。

1.中央のマジックホームボタンを押す。

2.「⾔語●●と●●」と話し、⾳声コマンド⼊⼒で⾔語を選択する。

「⾔語 ⽇本語とドイツ語」と話すと、左側の⾔語が⽇本語、右側の⾔語がドイツ語に設定されます。

⾔語名または国名でお話しください。

⼀部⾳声⼊⼒によって選択できない⾔語があります。



 

5.2 会話を始める

会話を翻訳します。

話者が左側の国旗の⾔語を話す場合

1.左側の国旗の⾔語を話す場合、翻訳画⾯で ボタンを⼀度だけ短く押し、本機に話しかける。

2.翻訳結果が右側の国旗の⾔語で表⽰される。

話者が右側の国旗の⾔語を話す場合

1.右側の国旗の⾔語を話す場合、翻訳画⾯で ボタンを⼀度だけ短く押し、本機に話しかける。

2.翻訳結果が左側の国旗の⾔語で表⽰される。



/
/

/ /

 

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap5/5.1.3.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap5/5.3.html


 

5.3 もう⼀度⾳声を聞く（翻訳履歴を参照する）

翻訳履歴では、過去の翻訳結果を参照したり、⾳声をもう⼀度再⽣することができます。

1.本機画⾯の翻訳履歴ボタン( )をタッチする。

2.過去の翻訳履歴が表⽰される。

各翻訳履歴をタッチすることで、詳細画⾯に移⾏します。

詳細画⾯で翻訳結果をタッチすると、もう⼀度⾳声を再⽣することができます。

⾔語の横に( )マークがあるものは、翻訳結果はテキストのみ表⽰されます。⾳声再⽣はできませ
ん。

翻訳履歴は新しい順に50件まで保存されます。
各翻訳履歴詳細画⾯で、画⾯右上の( )マークをタッチすると、その会話をお気に⼊りに登録するこ
とができます。



 

5.3.1 全ての履歴を削除する

本機に保存されている、過去の翻訳履歴をすべて消去します。

1.翻訳履歴ボタン( )をタッチする。

2.画⾯下部に表⽰されているゴミ箱マーク( )をタッチする。

3.画⾯表⽰に従い、削除する。

「すべての履歴を削除します。よろしいですか？」の表⽰に、「はい」をタップすると履歴を全消去され

ます。「いいえ」をタッチすると中断されます。

⼀度削除すると、⼆度とデータを復元することができません。ご了承ください。



 

5.3.2 特定の履歴を削除する

本機に保存されている、特定の翻訳履歴を消去します。

1.翻訳履歴ボタン( )から、特定の会話履歴を左にスライドさせる。

2.右端に現れる( )マークをタッチし、履歴を削除する。

⼀度削除すると、⼆度とデータを復元することができません。ご了承ください。



 

5.4 よく使うフレーズをお気に⼊りに登録する

通常の翻訳した後や翻訳履歴にある翻訳結果をお気に⼊りに登録することができます。

よく使うフレーズなどはお気に⼊り登録しておくと、すぐ再⽣できるので便利です。

1.本機画⾯の翻訳履歴ボタン( )をタッチする。

2.各フレーズをタッチし、画⾯右上の( )マークをタッチする。

詳細画⾯右上の( )マークをタッチすると、お気に⼊りに登録することができます。



 

5.4.1 お気に⼊りに登録した内容を再⽣する

過去に翻訳した翻訳結果からお気に⼊りに登録したものを再⽣することができます。

1.本機画⾯のお気に⼊りボタン( )をタッチする。

2.お気に⼊りに登録した内容から再⽣したいものをタッチする。

翻訳後の⾳声が再⽣されます。

お気に⼊りには50件登録できます。



 

6. アップデート

本機のファームウェアにアップデートがある場合、〔ソフトウェアバージョン〕にアップデートの通知が

あります。

1.設定画⾯( )をタッチする。

2.[本体情報]をタッチする。

3.[本体]をタッチし、[ソフトウェアバージョン]から、アップデート情報があるか確認する。

4.無線LANに接続のうえ、再起動をおこない、( )をタッチする。

アップデートを実⾏するためには、無線LANネットワークに接続し、電池残量を50％以上の状態にし
て再起動をおこなえば、アップデートが可能です。

「ソフトウェアは最新のバージョンです。」というメッセージが出る場合は、アップデートの必要は

ありません。



 

7. 本機情報

「ワールドスピーク」本機情報やデータ使⽤量の確認⽅法などを説明します。



 

7.1 本機の情報を確認する

本機情報、ソフトウェアバージョン、認証情報を確認するができます。

1.設定画⾯( )をタッチします。

2.[本体情報]をタッチし、[本体]をタッチする。



 

7.1.1 IMEIやICCIDを確認する

IMEI、Wi-Fi MACアドレス、Bluetooth MACアドレス、ICCIDを確認する。

1.設定画⾯( )をタッチする。

2.[本体情報]をタッチし、[本体]→[本体情報]の順にタッチする。



 

7.1.2 ソフトウェアバージョンを確認する

1.設定画⾯( )をタッチする。

2.[本体情報]をタッチし、[本体]→[ソフトウェアバージョン]の順にタッチする。



 

7.1.3 認証情報を確認する

1.設定画⾯( )をタッチする。

2.[本体情報]をタッチし、[本体]→[認証]の順にタッチする。



 

7.2 データ使⽤量を確認する

1.設定画⾯( )をタッチする。

2.[本体情報]から、[データの使⽤量]をタッチする。

本機上に表⽰されるデータの使⽤料は⽬安となります。本機専⽤SIMカードをお使いの⽅は、画⾯下
側にある[詳細データを確認]をタッチし、正確な使⽤量をご確認いただけます。
本機専⽤SIMカード以外のSIMカードを利⽤の場合は、[詳細データを確認]をタッチしても詳細のデー
タは確認できませんので、ご注意ください。

SIMカードを⼊れ替えた場合も累計でのデータ使⽤量が表⽰されますので、ご注意ください。

データ使⽤量は⽉別で確認できます。

⽇付表⽰をタップして表⽰する⽉を変更できます。



 

7.3 本機の使い⽅を確認する

本機の基本的な使⽤⽅法について、簡単な説明を表⽰できます。

1.設定画⾯( )をタッチする。

2.[本体情報]から[使い⽅]をタッチする。

ページが⾃動的に切り替わりながら、説明を表⽰します。

左右にスワイプすることで⼿動でページを切り替えられます。

最後のページまで確認したら、[閉じる]ボタンをタッチすると、[使い⽅]を終了します。
[もう⼀度⾒る]ボタンで再度内容を確認することができます。

ページの途中で[使い⽅]を閉じたい場合は、マジックホームボタンを押下することで中断できます。



 

 

8. データ通信開通作業

SIMカード付属モデル、もしくはオプション品のSIMカード単品をご購⼊の場合、本機使⽤前に「データ
通信開通作業」が必ず必要となります。ご購⼊時に「データ通信開通作業」の⽅法が別紙に記載していま

すので、お⼿元にご準備のうえ、開通作業を完了させてください。「データ通信開通作業」はご購⼊後15
⽇以内に重要事項説明にご同意いただき、⼿続きをおこなってください。この⼿続きは電気通信事業法に

基づく⼤切な⼿続きです。⼿続きをおこなわないとモバイルデータ通信や本機インターネット共有（テザ

リング）機能の利⽤ができません。また利⽤開始⼿続きには、お持ちの携帯電話（SMS受信可能）が⼀時
的に必要となります。利⽤開始⼿続きにかかる通信料はお客様負担となりますのでご了承ください。

また、開通作業完了時にお客様専⽤のマイページが同時に作成されます。「通信容量の確認」や「データ

通信プランの再購⼊（リチャージ）」などの情報にアクセスできますので、ご利⽤ください。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap7/7.3.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap8/8.1.1.html


 

8.1.1 本体購⼊時に付属している「データ通信開通案内書」
のQRコード、もしくはオプション品SIMカード購⼊時
の台紙「開通⼿続き」のQRコードを、スマートフォン
等で読み取ってアクセスする場合

1.本体購⼊時に付属している「データ通信開通案内書」 のQRコード、もしくはオプション品SIMカード購
⼊時の台紙「開通⼿続き」のQRコードをスマートフォンなどで読み取る。

⼿続きはすべて、QRコードを読み取った端末でおこないます。開通作業には、翻訳機は使⽤しません。

2.重要事項説明をよくお読みになり、「同意する」を押す。

3.SMS受信が可能な携帯電話番号を⼊⼒し、「送信する」を押すとSMSを受信する。



SMSが受信できなかったり、電話番号の⼊⼒を複数回間違えてしまった場合、⾃動⾳声メッセージに
て認証コードをお知らせする⽅法に⾃動的に切り替わります。

登録には、ご本⼈様名義で着信できる電話番号を⼊⼒してください。



4.SMSに記載の6桁の認証コードを⼊⼒し、「OK」を押す。



5.SMS認証が完了すれば、ログインパスワードを⼊⼒し、「登録する」を押す。

半⾓英数字6⽂字以上20⽂字以内で⼊⼒してください。 
⼊⼒間違いがないようにご注意ください。



6.メールアドレスを⼊⼒し、「登録する」を押す。

ご登録いただいたメールアドレスには、SIMカード有効期限の案内などの情報をお送りします。



7.開通⼿続きが始まるため、開通が完了するまでブラウザを閉じないでください。







 

8.1.2 同梱された別紙「データ通信開通⼿続き」に貼られた
QRコードを、スマートフォン等で読み取れない、また
はアクセスできない場合

1.本体購⼊時に付属している「データ通信開通案内書」 、もしくはオプション品SIMカード購⼊時の台紙
「開通⼿続き」の「QRコードが読めない場合」に記載してあるシールのURLにアクセスしてください。

⼿続きはすべて、URLにアクセスした端末でおこないます。開通作業には、翻訳機は使⽤しません。

2.重要事項説明をよくお読みになり、「同意する」を押す。

3.本体+SIM付属モデル（品番：HYP10-G1、HYP10-G3、HYP10-JS48）の場合は、URLが記載されたシ
ール下部のIMEIとICCIDを⼊⼒する。オプション品SIMカード（品番：GS-1、GS-3、JS-48）の場合は、
URLが記載されたシール下部の回線番号とnano SIMカードに記載の番号を⼊⼒する。



3.本体+SIM付属モデル（品番：HYP10-G1、HYP10-G3、HYP10-JS48）の場合は、URLが記載されたシ
ール下部のIMEIとICCIDを⼊⼒する。オプション品SIMカード（品番：GS-1、GS-3、JS-48）の場合は、
URLが記載されたシール下部の回線番号とnano SIMカードに記載の番号を⼊⼒する。

【本体＋SIM付属モデルの場合】 【オプション品SIMカードの場合】

4.SMS受信が可能な携帯電話番号を⼊⼒し、「送信する」を押すとSMSを受信する。



SMSが受信できなかったり、電話番号の⼊⼒を複数回間違えてしまった場合、⾃動⾳声メッセージに
て認証コードをお知らせする⽅法に⾃動的に切り替わります。

登録には、ご本⼈様名義で着信できる電話番号を⼊⼒してください。



5.SMSに記載の6桁の認証コードを⼊⼒し、「OK」を押す。



6.SMS認証が完了すれば、ログインパスワードを⼊⼒し、「登録する」を押す。

半⾓英数字6⽂字以上20⽂字以内で⼊⼒してください。 
⼊⼒間違いがないようにご注意ください。



7メールアドレスを⼊⼒し、「登録する」を押す。

ご登録いただいたメールアドレスには、SIMカード有効期限の案内などの情報をお送りします。



8.開通⼿続きが始まるため、開通が完了するまでブラウザを閉じないでください。







 

8.2.1 翻訳機端末に表⽰されたQRコードを、スマートフォン
等で読み取ってアクセスする場合

※国内専⽤SIMカード付属モデル（品番：HYP10-J48）もしくはオプシ
ョン品：国内専⽤SIMカード（品番：JS-48）をご利⽤のお客様のみ

1.翻訳機端末を起動し、「設定画⾯」→「本体情報」→「データの使⽤量」→「詳細データを確認」をタ
ッチする。QRコードが表⽰されますので、スマートフォン等で読み取る。

⼿続きはすべて、QRコードを読み取った端末でおこないます。開通作業には、翻訳機は使⽤しません。

2.重要事項説明をよくお読みになり、「同意する」を押す。

3.SMS受信が可能な携帯電話番号を⼊⼒し、「送信する」を押すとSMSを受信する。



3.SMS受信が可能な携帯電話番号を⼊⼒し、「送信する」を押すとSMSを受信する。

SMSが受信できなかったり、電話番号の⼊⼒を複数回間違えてしまった場合、⾃動⾳声メッセージに
て認証コードをお知らせする⽅法に⾃動的に切り替わります。

登録には、ご本⼈様名義で着信できる電話番号を⼊⼒してください。



4.SMSに記載の6桁の認証コードを⼊⼒し、「OK」を押す。



5.SMS認証が完了すれば、ログインパスワードを⼊⼒し、「登録する」を押す。

半⾓英数字6⽂字以上20⽂字以内で⼊⼒してください。 
⼊⼒間違いがないようにご注意ください。



6.メールアドレスを⼊⼒し、「登録する」を押す。

ご登録いただいたメールアドレスには、SIMカード有効期限の案内などの情報をお送りします。



7.開通⼿続きが始まるため、開通が完了するまでブラウザを閉じないでください。







 

 

8.2.2 翻訳機端末に表⽰されたQRコードが読み取れない場合
※国内専⽤SIMカード付属モデル（品番：HYP10-J48）もしくはオプシ
ョン品：国内専⽤SIMカード（品番：JS-48）をご利⽤のお客様のみ

1.「QRコードが読み取れない場合はこちら」を押す。

2.登録⽤のURLを送付するため、受信可能なメールアドレスを⼊⼒し、送信する。

⼿続きはすべて、メールアドレスに記載のURLにアクセスした端末でおこないます。開通作業には、翻訳
機は使⽤しません。 
メールを受信するまで最⼤10分程度時間がかかる場合があります。

3.メール本⽂内に記載済みのURLにアクセスする。

URLの有効期限は15分以内です。切れてしまった場合は、最初から再度やり直してください。

以降の操作は、サポートページ「8.2.1」の2項から順に⼿続きを進めてください。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap8/8.2.1.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap8/8.3.html


 

 

8.3 パソコンからアクセスする場合

1.本体+SIM付属モデル（品番：HYP10-G1、HYP10-G3、HYP10-JS48）の場合は、URL（https://world
speak.jp/topMenu/）にアクセスする。オプション品SIMカード（品番：GS-1、GS-3、JS-48）の場合
は、URL（https://worldspeak.jp/）にアクセスする。

2.「初めての⽅」をクリックする。

⼿続きはすべて、URLからアクセスしたパソコンでおこないます。

以降の操作は、サポートページ「8.1.2」の2項から順に⼿続きを進めてください。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap8/8.2.2.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.html
https://worldspeak.jp/topMenu/
https://worldspeak.jp/


 

 

9. マイページ

データ通信開通⼿続きが終了すると、お客様専⽤のマイページが作成されます。 
マイページでは、「データ容量」の確認、「プラン再購⼊」、「アカウント情報変更」の確認/編集が可能
です。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap8/8.3.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.html


 

 

9.1 マイページへのログイン⽅法

1.URL（https://worldspeak.jp/topMenu/）にアクセスする。

2.「ログイン」をクリックする。

以下⽅法でもアクセスが可能です。 
翻訳機端末を起動し、「設定画⾯」→「本体情報」→「データの使⽤量」→「詳細データを確認」→

「ログインアクセスはこちら」をタッチする。QRコードが表⽰されますので、スマートフォンなどで
読み取る⽅法でも、ログインすることができます。この場合、ログインパスワードの⼊⼒のみでログ

インできる、⼀番簡単な⽅法です。

3.「ICCID」とログイン「パスワード」を⼊⼒する。

ICCIDが不明の場合は、翻訳機端末を起動し、「設定画⾯」→「本体」→「本体情報」でICCIDを確認でき
ます。

4.「データ容量」、「プラン再購⼊」、「アカウント情報変更」のメニューが表⽰される。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.1.html
https://worldspeak.jp/topMenu/


 

 

9.1.1 データ容量の確認

使⽤済みのデータ容量を確認することができます。

1.ログイン後、「データ容量」をクリックする。

2.SIMカードのプラン内容、有効期限、データ容量が確認できる。

国内専⽤SIMカードを使⽤の場合は、毎⽉のデータ使⽤量が表⽰されます。（最⼤2GB） 
グローバル対応SIMカードを使⽤の場合は、使⽤開始⽇からの合計データ使⽤量が表⽰されます。

3.戻りたい場合は「メニューへ」をクリックする。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.2.html


 

 

9.1.2 プラン再購⼊の⽅法

モバイルデータ通信の容量を使い切った場合、もしくは有効期限が超過してしまった場合は、通信プラン

の再購⼊（リチャージ）が可能です。

1.マイページにログイン後、「プラン再購⼊」をクリックする。

2.各SIMカードに応じたプランを、プルダウンでプランを選択する。

国内専⽤SIMカードを使⽤の場合は、国内専⽤SIMカードのプランのみ再購⼊できます。 
グローバル対応SIMカードを使⽤の場合は、グローバル対応SIMカードのプランのみ再購⼊できます。 
別のSIMカード（例：国内専⽤SIMカードではなく、グローバル対応SIMに変更したい）を利⽤したい場合
は、⼀度該当のSIMカードをオプション品から単品購⼊してください。

3.購⼊内容を確認し、「購⼊する」をクリックする。

4.登録されたメールアドレスに購⼊内容の詳細メールが送信される。本⽂に記載のURLにアクセスし、決
済⽅法を選択する。

「クレジット決済」か「コンビニ⽀払い」を選択します。 
コンビニ⽀払いの場合は、領収書の発⾏が可能です。

5.画⾯に従って⼿続きを進めてください。それぞれの⽅法で決済が終了した時点で、プランの更新がリア
ルタイムでおこなわれる。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.1.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.3.html


 

 

9.1.3 アカウント情報変更の⽅法

メールアドレス、ログインパスワードを編集することができます。

1.ログイン後、「アカウント情報変更」をクリックする。

2.SMS認証⽅式を採⽤しているため、登録済みの携帯電話番号（SMS受信可能）を⼊⼒する。

携帯電話番号の変更はできません。その場合は、当社お客様相談室にご連絡をお願いします。 
携帯電話番号を登録されていない場合は、まず登録作業をおこなってください。

3.SMS受信後、6桁のパスコードを⼊⼒する。

4.メールアドレス、パスワードの編集をおこなう。

5.編集が完了したら、「変更する」をクリックする。

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap9/9.1.2.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap10/10.html
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11. アフターサービス

■修理に出されるときは
保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機および同梱品⼀式と保証書をお買い上げ販売店

までお持ちください。保証期間後も、修理によって使⽤可能なときは、ご要望により有償で修理いたしま

す。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。

なお、修理・検査をおこなうと記憶されたデータは消去されます。ご了承のほど宜しくお願いします。ま

た、修理のとき⼀部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にお問い

合わせください。 
フリーダイヤル（全国共通） 
お客様相談室  0120-79-8107 
FAX からの場合 0120-79-8102 
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担 
受付時間：⽇平（⽇曜⾦〜⽇曜⽉） 
午前9時〜午後5時30分

■最新情報や詳細な使い⽅を記した取扱説明書については
「ワールドスピーク」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。  
ホームページアドレス https://www.kingjim.co.jp/

■お客様登録のお願い
このたびはキングジム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。お客様登録をしていただきま

すと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・

サービスを受けることができます。

お客様の個⼈情報の取り扱いについて 
お客様からいただいた個⼈情報は、以下の⽬的で使⽤し、厳正な管理をいたします。

サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利⽤・製品の改善等なお、当社の個⼈情

報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。 
お客様登録はこちらから▶ http://kingjim.jp/user/

https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap10/10.html
https://www.kingjim.co.jp/sp/worldspeak/portable/manual/chap12/12.html
https://www.kingjim.co.jp/
http://kingjim.jp/user/


 

12. 故障かなと思ったら

1. 正常な動作をしない 
本機は電⼦機器のため、まれに静電気やその他の原因で不具合を起こすことがあります。 
不具合によって、表⽰が乱れたり電源のオン/オフができないなど、正常に動作しなくなったときは、
電源ボタンを約１０秒⻑押しするか付属のSIMカードスロット取り出し⽤ピンでRESETボタンを押し
て強制終了し、再起動するまでお待ちください。 
強制終了をおこなうと、会話中のテキストデータ、⾳声データは保持されません。

2. 電源ボタンを押しても液晶パネルに何も表⽰されない

バッテリー残量が少なくなっている、もしくは完全に放電していませんか？ 
バッテリーの充電量が少なくなっている場合は充電してください。

→2.3 充電する

電源ボタンを⻑押ししてますか？ 
電源を⼊れるには、電源ボタンを約5秒⻑押しする必要があります。

3. 電源が落ちる 
バッテリー残量が少なくなっている、もしくは完全に放電していませんか？ 
バッテリーの充電量が少なくなっている場合は充電してください。

→2.3 充電する

4. フリーズする 
フリーズしている場合は、電源ボタンを約１０秒⻑押しするか付属のSIMカードスロット取り出し⽤
ピンでRESETボタンを押して強制終了し、再起動するまでお待ちください。 
強制終了をおこなうと、会話中のテキストデータ、⾳声データは保持されません。

5. バッテリーが充電できない、駆動時間が短くなってきた
バッテリー寿命の可能性があります。 
お買い上げ販売店、または当社お客様相談室（https://www.kingjim.co.jp/contact/）にご相談くださ
い。

6. 液晶パネルが消える、暗い

バッテリー残量が少なくなっている、もしくは完全に放電していませんか？ 
バッテリーの充電量が少なくなっている場合は充電してください。

→2.3 充電する

画⾯輝度が暗く設定されていませんか？ 
「ディスプレイ設定」から画⾯の明るさを調節してください。 
→4.2.3 明るさを設定する

7. 翻訳ができない

インターネット環境には接続できていますか？ 
オンライン翻訳を利⽤するには、モバイルデータ通信もしくは無線LANネットワーク接続によるイ
ンターネット接続が必要です。設定画⾯において接続しようとしている[Wi-Fi]もしくは[モバイルデ
ータ]の接続状況を確認してください。 
→4.1 ネットワークを設定する

SIMカードの有効期限が切れていませんか？ 
本機専⽤SIMカードには、有効期限や容量に制限があります。確認⽅法は、[設定]→[データの使⽤

https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap2/2.3.html
https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap2/2.3.html
https://www.kingjim.co.jp/contact/
https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap2/2.3.html
https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.2.3.html
https://banzai-creative.com/test/kingjim2020/sp/worldspeak/portable/manual/chap4/4.1.html
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