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食品も 栄養成分も 調理方法も…食品も 栄養成分も 調理方法も…

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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■機種名：PW-A7000-W（ホワイト）

SHARP 
カラー電子辞書 Brain
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SDカード収録 3コンテンツ
　 最新医学大辞典 第3版
　 コツと科学の 調理事典 第3版
　 日本食品大事典
　 （「日本食品標準成分表2010」データ収載）



日本食品大事典

【 にしん 】
鰊；鯡

硬骨魚類，ニシン目ニシン科ニシン属
かずのこ／塩にしん／たいせいようにしん／にしんの薫製／身欠きにしん

Clupea pallasii
〔Pacific〕herring ; California herring
hareng du Pacifique
鯡魚（feiyu ; フェイユー）

【地方名】かど；かどいわし；ばかいわし（北海道）

学

英

仏

中

別

1年（12ヶ月）× 4年間＝48ヶ月

電子辞書 48,300円 ÷ 48ヶ月≒1,006円

つまり １ヶ月 約1,000円 で使い放題!!つまり １ヶ月 約1,000円 で使い放題!!

● 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。

4年制大学のA子さん
　短大2年 + 職場2年目のB子さん

最新医学大辞典（第3版）

【 AST 】
えーえすてぃー
aspartate aminotransferase 〈AST〉
 ＝ アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

最新医学大辞典（第3版）

【 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ 】
あすぱらぎんさんあみのとらんすふぇらーぜ
aspartate aminotransferase 〈AST〉

《アスパラギン酸アミノ基転移酵素，AST，グルタミン酸オキサロ
酢酸トランスアミナーゼ，GOT；aspartate aminotransferase 〈AST〉 ，
glutamic oxaloacetic transaminase〈GOT〉》
EC2.6.1.1ほぼ全身の細胞に分布し，ピリドキサールリン酸（活性ビタミンB6）を
補酵素として次の反応を触媒する． L-アスパラギン酸+2-オキゾグルタル酸→
←オキサロ酢酸+Ｌ-グルタミン酸．動物細胞では，細胞質とミトコンドリアに局在
性を異にする２種のアイソザイムがある．

「鰊」の読み方 が
　　　　　分からない…。
どんな魚か忘れちゃった…。

最新医学大辞典（第3版）

【 PMD 】
ぴーえむでぃー
 ＝ 〔進行性〕筋ジストロフィー〔症〕

最新医学大辞典（第3版）

【〔進行性〕筋ジストロフィー〔症〕】
〔しんこうせい〕きんじすとろふぃー〔しょう〕
《筋ジストロフィー〔症〕，ＰＭＤ》
　骨格筋自体の異常により緩徐進行性に，四肢，体幹，顔面，嚥下などの
筋の筋力低下や萎縮を示し，ときに心筋障害を伴う遺伝子の疾患．筋組織は
変性壊死像と再生像を示し，全体として進行性の経過をとる．血清CKは多くの
例で上昇し，筋電図で筋原性変化をみとめる．この範疇に入る疾患は，
Duchenne-Becker型，先天性，顔面肩甲上腕型，遠位型，眼咽頭型，肢帯型，
筋強直性型で，ほとんどの疾患の遺伝子座がすでに明らかになっているが，
根本的な治療にはまだ結びついていない．

SジャンプSジャンプ
What's 気になる用語を

タッチペンでなぞるだけで、
すべてのコンテンツから自動的に検索！単語帳単語帳

What's 覚えておきたい単語や何度も見たい
用例を登録可能！「単語帳」を開けば
再入力することなく用語を確認できる。 音声機能音声機能

What's 読みの分からない英単語も、
正確なアクセントでスムーズに読み上げ！

「遅く」を選べば難しい単語も確実に聞き取れる。手書きパッド手書きパッド
What's 読めない漢字は

直接書き込みで「読み」が分かる！
長い英単語も一度に書けて、打たずに引ける！

『日本食品大事典』
〈医歯薬出版 〉SDカード収録
身近な食品から珍しい食品まで
18食品群類で類別し、それぞれの
分類中で五十音順配列で編纂。鮮
明なカラー写真を2,700点余収載。

『コツと科学の調理事典 第3版』
〈医歯薬出版〉 SDカード収録
日常の調理のコツや疑問に科学的に答
えてくれるユニークな事典。料理づくり
に活かすことができる重宝な1冊。

コツと科学の調理事典（第3版）

【 ぜいご 】
あじの体側にあるとげのような変形したうろこのこと ．　あじ

コツと科学の調理事典（第3版）

最新医学大辞典（第3版）

【管理栄養士】
かんりえいようし
administrative dietitian
　栄養評価・判定に基づく適正な指導を行うための高度な専門的知識および技術をもち，傷病者に
対する療養のための必要な栄養指導等の業務に対応することができる栄養士．規定に実務経験年
数に達した栄養士免許取得者もしくは管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験に
合格し厚生労働省の管理栄養士名簿に登録されて名称の使用が許される資格．個人および特定多
数に対して栄養改善上の必要な指導を行う．

機能を選択してください
音声（英単語などの音声を再生します）
Sジャンプ（語句を別の辞書で調べます）
読み上げ（英語の音声をTTSで読み上げます）
マーカー（マーカーを引きます）
学習帳作成（自分だけの学習帳を作成します）

最新医学大辞典（第3版）

【管理栄養士】
かんりえいようし
administraative dietitian
　栄養評価・判定に基づく適正な指導を行うための高度な専門的知識および技術をもち，傷病者に
対する療養のための必要な栄養指導等の業務に対応することができる栄養士．規定に実務経験年
数に達した栄養士免許取得者もしくは管理栄養士養成施設を卒業した者が管理栄養士国家試験に
合格し厚生労働省の管理栄養士名簿に登録されて名称の使用が許される資格．個人および特定多
数に対して栄養改善上の必要な指導を行う．

機能を選択してください
音声（英単語などの音声を再生します）
Sジャンプ（語句を別の辞書で調べます）
読み上げ（英語の音声をTTSで読み上げます）
マーカー（マーカーを引きます）
学習帳作成（自分だけの学習帳を作成します）としても使える！としても使える！

医学英和辞典医学英和辞典 “発音”も教えてくれる！“発音”も教えてくれる！

でで音声機能音声機能

海外研修旅行でも
海外研修旅行でも

W検索

単語帳に登録

暗記メモを作成

…PMD…
　　…… 病院実習で、気になる用語は

スグに確認！

確認した用語は

 　　　　   に登録！

確認した用語は

 　　　　   に登録！単語帳単語帳

日本食品大事典

英

　　〔15.菓子類/洋菓子類〕・〔ケーキ〕・ショートケーキ
ショートケーキ

　 short cake
　薄いスポンジ層の間にフルーツや生クリームをサンドして重ね，表面にクリーム
を絞った洋菓子で，いちごやメロン，洋なしなどを飾った様々なものがある．

日本食品成分表2010

【ショートケーキ】 ⇒《日本食品大事典》
15075 ショートケーキ short cake

● 廃棄率
● エネルギー
● 水分
● たんぱく質
● 脂質
● 炭水化物
● 灰分
● 無機質
　・ ナトリウム
　・ カリウム
　・ カルシウム

0％

344 kcal／1,439KJ

31.0 g

7.4 g

14.0 g

47.1 g

0.5 g

82 mg

94 mg

33 mg

コツと科学の調理事典（第3版）

 その他
カリフラワー
左：重曹を加えてゆでたもの．カリフラワー
に含まれるフラボノイド色素が重曹のアル
カリにより黄色くなる．
右：酢を加えてゆでたもの．フラボノイド
色素の発色が酸により抑えられ白くゆで上
がる（　　カリフラワー）

タッチで確認タッチで確認
日本食品成分表2010

【ショートケーキ】 ⇒《日本食品大事典》
15075 ショートケーキ short cake

● 廃棄率
● エネルギー
● 水分
● たんぱく質
● 脂質
● 炭水化物
● 灰分
● 無機質
　・ ナトリウム
　・ カリウム
　・ カルシウム

0％

344 kcal／1,439KJ

31.0 g

7.4 g

14.0 g

47.1 g

0.5 g

82 mg

94 mg

33 mg

管理栄養士って

　  英語で……？？？
  発音も知りたい！

タッチで確認タッチで確認

タッチで拡大タッチで拡大

最新医学大辞典（第3版）

【クッシング症候群】
くっしんぐしょうこうぐん
Ｃushing＊ Syndrome
　1932年，Harvey Williams Cushing（1869-1939.脳外，米）により最初に記載
された疾患で，コルチゾール過剰に基づく臨床症状を示す．すなわち，中心性肥満，満月
様顔貌，高血圧，多毛，性機能不全，糖尿，皮膚線条，骨粗鬆症など

　Sジャンプ【コルチゾール】
 1  医学：コルチゾール
 2  医学：コルチゾール
 3  医学：コルチゾール
 4  こころの病気：コルチゾール［ストレスと生理的なメカニズム］
 5  検査のすべて：コルチゾール［副腎皮質ホルモン］
 6  ブリタニカ：コルチゾール【コルチゾール】

検査のすべて　見出語

【副腎皮質ホルモン】（ふくじんひしつほるもん）

● 基準値
アルドステロン

（血漿、血清）35.7～240 pg/ml

（糞尿）　　　　10 ug/日以下
コルチゾール

（血漿、血清）4.0～18.3 ug/ml

（糞尿）　　　　11.2～80.3 ug/日以下
デヒドロエピアンドロステロン

（血漿、血清）1.2～7.5 pg/ml

最新医学大辞典（第3版）

【クッシング症候群】
くっしんぐしょうこうぐん
Ｃushing* Syndrome
　1932年，Harvey Williams Cushing（1869-1939.脳外，米）により最初に記載
された疾患で，コルチゾール過剰に基づく臨床症状を示す．すなわち，中心性肥満，満月
様顔貌，高血圧，多毛，性機能不全，糖尿，皮膚線条，骨粗鬆症など

　Sジャンプ【コルチゾール】
 1  医学：コルチゾール
 2  医学：コルチゾール
 3  医学：コルチゾール
 4  こころの病気：コルチゾール［ストレスと生理的なメカニズム］
 5  検査のすべて：コルチゾール［副腎皮質ホルモン］
 6  ブリタニカ：コルチゾール【コルチゾール】
気になる用語は、

なぞって　　　　　 

気になる用語は、

なぞって　　　　　 SジャンプSジャンプ
『検査のすべて』

〈 主婦の友社 〉 Brain内蔵
検査時間・苦痛度・注意事項など、役立つ情報を収載。 

収録検査 約150検査。

一括検索

とりろすたん

薬がわかる本：内：トリロスタン
医学大辞：トリロスタン
医学大辞：とりろすたん

［一般名］ 13 20トリロスタン
［分類］副腎皮質ホルモン合成阻害薬
［処方目的］特発性アルドステロン症，手術適応
とならない原発性アルドステロン症やクッシン
グ症候群におけるアルドステロン，コルチゾール
分泌過剰状態ならびにそれに伴う諸症状の改善

［製剤名（商品名）］
　〔トリロスタン〕
　保険収載年月1985年12月
　海外評価2.0点 英 米 独 仏
　［1日量］240 mg ～480 mg 　3～4分服

絞り込み検索　完全一致検索

『医者からもらった
 薬がわかる本 2011』

〈 法研 〉 Brain内蔵
最新の薬情報と副作用情報を掲載するとともに、
最新のジェネリック医薬品も収載。収録薬数 約9,100品目。

各国の会話集が
　　内蔵されているから
語学に自信がなくても安心♪

旅の指さし会話帳シリーズ

わがまま歩き 旅行会話シリーズ

　 どんな病気？

　　　  正式名称は!?

  急いで調べよう！！

持ち歩けない

　　たくさんの資料が持ち歩けない

　　たくさんの資料が

学会・研修会でも
学会・研修会でも

コンパクトに！
コンパクトに！

「POMR 」って

　　何の略語!?

学校学校 臨地実習臨地実習 職場職場

『最新医学大辞典 第3版』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
収録語数5万2,000語、解説語数3万2,000語、
図表630枚を収載。医学英和辞典としても使える。

に書いて引く！　に書いて引く！　

手書きパッド手書きパッド

レポート作成の

　　時間節約に大活躍♪

タッチで表示タッチで表示

例えば
 4年間使ったら…

ず～～～～～っと使えて

　　　意外とリーズナブル!!
ず～～～～～っと使えて

　　　意外とリーズナブル!!

□

□□□□

疾病の知識を

深めておこう！

薬の知識も

　　深めておこう！

調理のコツを

教えたい！

患者さんに

　カロリーを
教えてあげよう♪

文部科学省 発表
「日本食品標準成分表2010」

データ収載

文部科学省 発表
「日本食品標準成分表2010」

データ収載

「ぜいごを取り」って
　　　　教科書にあるけど…

・・・



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新たに開
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150
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…〉

● 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。

手書き暗記メモ

Brainって、どんな電子辞書なの？

そ の 他 の 主 な 搭 載 機 能
PW-A7000-W（ホワイト）

SHARP 
カラー電子辞書 Brain

暮らし、旅行、健康、趣味、検定…
日々役立つ、楽しめる一台。

１２０
  コンテンツ

１００
動 画

＋

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

© 2009 Britannica Japan Co.,Ltd.
/ Encyclopaedia Britannica, Inc.

提供：OPO

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

■ Brain PW-A7000 内蔵コンテンツ120

〈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

表示　　　　　　5型（縦71×横106mm）
　　　　　　　　480×320ドット
　　　　　　　　高精細HVGAカラーTFT液晶

外形寸法　　　　幅149×奥行114.3×高さ19.7mm
　　　　　　　　（閉時・突起部含む）

質量　　　　　　約348g（電池・タッチペン含む）

本体メモリー　　約300MB

電源　　　　　　単3形アルカリ乾電池2本
　　　　　　　　または単3形eneloop®／単3形充電式EVOLTA2本

使用時間　　　　連続使用：約150時間

付属品　　　　　単3形アルカリ乾電池2本・専用イヤホン
　　　　　　　　タッチペン・USBケーブル
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国　語
広辞苑 第六版

漢字源 JIS第1～第4水準版

類語新辞典

知っておきたい日本語コロケーション辞典

この日本語をちゃんと知っていますか？

全訳古語辞典　第三版

古語林 古典文学事典（電子版）

古語林 名歌名句事典（電子版）

写真で味わう 名歌名句（電子版）

パーソナルカタカナ語辞典

四字熟語辞典

故事ことわざ辞典

言葉の作法辞典

日本語知識辞典

日本語○×辞典

日本語「語源」辞典

全国方言一覧辞典

常用漢字の難読辞典

例解 慣用句辞典

日本語の常識・非常識

「ああ勘違い」の日本語345

読めそうで読めない漢字

もっと読めそうで読めない漢字

やっぱり読めそうで読めない漢字

日本語ドリル485

間違いことば500

「日本語」初級

「日本語」中級

「日本語」上級

旅　行
デイリー　日中英・中日英辞典

英語

イタリア語＋英語

フランス語＋英語

スペイン語＋英語

ドイツ語＋英語

韓国語＋英語

中国語＋英語

アメリカ

イタリア

フランス

韓国

スペイン

ドイツ

中国

タイ

インドネシア

一生に一度だけの旅 BEST500

世界の食を愉しむ BEST500

世界の料理・メニュー辞典

世界遺産100選（電子版）

日本の世界遺産（電子版）

能力開発
書いて覚える漢検ドリルDX（電子版）

新TOEIC®テスト完全攻略 for Brain（電子版）

集中！思考アンサー5（電子版）

即答！瞬間アンサー5（電子版）

英語・英会話
オックスフォード現代英英辞典 第7版

ジーニアス英和辞典 第4版

カタカナで引ける英和辞典

ジーニアス和英辞典 第2版

英語類語使い分け辞典

英文手紙用例辞典

語源で覚える「英単語」2000

英会話とっさのひとこと辞典

基本表現編 改訂版

場面攻略編 改訂版

音声付き英語発音解説（電子版）

英単語・熟語ダイアローグ1200 改訂版（字幕リスニング）

【Basic】4000（字幕リスニング）

【Advanced】6000（字幕リスニング）

【Super】12000（字幕リスニング）

vol.1（電子版）（字幕リスニング）

vol.2（電子版）（字幕リスニング）

vol.3（電子版）（字幕リスニング）

英語名演説・名せりふ集Ver.2（電子版）（字幕リスニング）

健　康
新 家庭の医学 第13次改訂版

医者からもらった薬がわかる本2011

EBM 正しい治療がわかる本

検査のすべて

健康管理事典

食材健康大事典

血液サラサラ健康事典

サプリメント小事典

漢方の診察室

働きざかりのこころの病気

ビジネス
日経パソコン用語事典2011

もっとうまいeメールの書き方

社会人のマナー186

敬語早わかり辞典 改訂新版

日経エレクトロニクス略語小辞典2008（電子版）

経営用語辞典

株式用語辞典

金融用語辞典

流通用語辞典

不動産用語辞典

会計用語辞典

広告用語辞典

環境経営事典2009（電子版）

生　活
合本 俳句歳時記　第三版

裁判員 選ばれる前にこの1冊

日本国憲法（電子版）

防災事典

世界人名事典

無敵の雑学

花マル雑学塾

「生活」ワザあり事

「やりくり」ワザあり事典（電子版）

「ダンドリ」ワザあり事典

「料理」ワザあり事典

「冠婚葬祭」ワザあり事典

都道府県小事典（電子版）

手紙文例集（電子版）

スピーチ文例集（電子版）

世界の名言・名句コンパクト版（電子版）

植物・昆虫図鑑（電子版）

動物図鑑（電子版）

百科事典
ブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Version

学　習
日本史事典　三訂版

世界史事典　三訂版

百人一首（電子版） カルタ読み音声搭載

漢字ターゲット1700

動　画
　　弔事マナー

　　ビジネスマナー

　　古文・漢文

　　ブリタニカ国際大百科事典 Quick Search Version

■ PW-A7000 仕様

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

コツと科学の調理事典 （第3版）

 その他
冷水につける
切った野菜を冷水につけ
ると，内側の細胞が水を
吸ってふくらみ外側に曲
がる（　 ラディッシュ）
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