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【シャープ電子辞書＋SDカード 】

医学系コンテンツも充実！医学系コンテンツも充実！
医者からもらった薬がわかる本 2012
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サプリメント小事典
健康管理事典　ほか
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■機種名：PW-A7200-W（ホワイト）
● 電子辞書ケース付き
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臨床検査のための重宝で使いやすい電子辞書！
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新発売！

わが国最大の臨床検査項目を収載

 「染色法のすべて」をカラー掲載

  知識確認用の問題集を収載

  医学用語・略語の検索にも最適

わが国最大の臨床検査項目を収載

 「染色法のすべて」をカラー掲載

  知識確認用の問題集を収載

  医学用語・略語の検索にも最適

すべての情報 を一気に検索！すべての情報 を一気に検索！
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● ご用命はぜひ当店へ

〒113 - 8612 東京都文京区本駒込1-7-10
電話 03 - 5395 -7610　FAX 03 - 5395 -7611

● 弊社の全出版物の情報はホームページでご覧いただけます。  

　 http://www.ishiyaku.co.jp/

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明する為のもので、実際の表示とは異なります。

きれい、見やすい
5型 高精細HVGAカラー液晶

液晶のシャープがブレーン用として開発した
高精細カラー液晶。はっきりと見やすく、5型の
大画面に色鮮やかな画像を映し出します。また、
独自の低消費電力カラー液晶表示システムと
大容量バッテリーの組み合わせで約130時間 ※

の連続表示を実現しました。

※カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合。
　表示の明るさ3で、表示状態になった30秒後に
　表示が暗くなる場合。

大事なことは画面にメモする

メイン画面にペンで直接書き込むことができま
す。コンテンツの内容に直接書き込んだり、フ
リーメモとしてもご使用になれます。

■ テキストメモ
キーボード入力のシンプルなメモ。保存し、パ
ソコンに取り込んで、活用もできます。

〈パソコンに取り込んで…〉

手書き暗記メモ

〈予測変換機能で入力もスムーズ〉

● 会議の議事録に
● 企画書や提案書の作成に

USB接続またはmicroSDメモリーカード（市販品）経由
Windowsパソコンのみ対応

■ PW-A7200 仕様 表示　　　　　　5型（縦71×横106mm）
　　　　　　　　高精細HVGA カラーTFT液晶

外形寸法　　　　幅149.0×奥行110.2×高さ16.8mm
　　　　　　　　（閉時・最薄部・突起部含まず）

質量　　　　　　約305g（電池・タッチペン含む）

本体メモリー　　約150MB（出荷時の空き容量：約148MB）

電源　　　　　　単3形アルカリ乾電池×2本
　　　　　　　　または
　　　　　　　　単3形eneloop®×2本／単3形充電式EVOLTA ×2本

使用時間　　　　約130時間

付属品　　　　　専用イヤホン・タッチペン
　　　　　　　　USBケーブル・単3アルカリ乾電池2本

Brain本体って、どんな電子辞書なの？

そ の 他 の 主 な 搭 載 機 能

PW-A7200-W（ホワイト）

SHARP 
カラー電子辞書 Brain
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■ Brain PW-A7200 内蔵コンテンツ100

★文字の見やすさを追求→なめらかフォントの「美文字表示」
 ★検索のしやすさを追求→全文中にひそんだ言葉を探し出す「全文検索」
  ★液晶をさらに力強く保護する新構造→箱形二重構造「パワーボディ」

薬がわかる本
〔一般名〕ワルファリンカリウム
〔分類〕 抗凝血薬（クマリン系）
〔処方目的〕血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋
梗塞症，肺塞栓症，脳塞栓症，、緩徐に進行
する脳血栓症など）の治療および予防
〔解説〕

本剤は，肝臓で血液凝固因子の一つプロト
ビンが生成されるのを抑制することにより，
血液凝固作用を著しく阻害します。

この薬は使い方がむずかしいので，処方医

最新医学大辞典 （第3版）

手術材料では好酸性の度合が強く出ないことが多いが，この例
は好酸性細胞の目立つほうである．PAS-al-Mas染色．強拡大

暮らし、旅行、健康、趣味、検定…  日々役立つ、楽しめる一台。

カラー画像をみながら
鳥の鳴き声が聞ける

リトル・チャロ
シリーズ

● マルチメディア図鑑は株式会社アストロアーツの登録商標です。

動画やカラー図版が満載。家族みんなで楽しめる。百科・図鑑

世界の各所と食文化を美しい写真とユニークな視点で居ながらにして楽しめる。
基本表現からトラブル対策まで海外旅行で頼れる2つの会話シリースも収録。旅行

医学書から食材や健康管理、治療や薬、検査に関する知識など幅広く収録。
家族の食生活や健康維持をサポート。食・健康

日常のことから豆知識まで幅広い日本語の知識を収録。国語

わがまま歩き 旅行会話シリーズ 旅の指さし会話帳シリーズ

約10万語のネイティブ音声収録
『Genius Sounds V5』
 ©Taishukan, 2008

© 2011 Britannica Japan Co.,Ltd.
/ Encyclopaedia Britannica, Inc.
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充実の
コンテンツで

国語力を
サポート

本格的な英語の発音が聞けるコンテンツや機能が充実。英語

※ 1：2011 年 7 月時点でのデータを収録しています。2012 年版の書籍は刊行されていません。
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