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ワンセグ

TV 機能 ボイス

レコーダー FM ラジオ音楽ファイル

再生

CVL-300   4GB 内蔵メモリ
microSDHC16GB 対応

通わない
会話学習教室。
 本気で外国語を習いたい方に最適な製品。

外 国 語 習 得 に 興 味 を お 持 ち の 方 は、 当 カ タ ロ グ を ご 覧 下 さ い。

アイトーク TV



会話機能
だけじゃない！

便利な

機能も充実！

製 品 仕 様
本体サイズ　 H59 × W90 × D12.2mm
本体容量 約 80g（バッテリーを含む）
カラー パールホワイト
電源 充電式リチウムポリマーバッテリー
充電時間 USB/AC アダプター充電 2.5 時間
内部メモリー 4GB

使用時間
再生

ワンセグ　　　最大約 5 時間連続視聴
動画　　　　　最大約 6 時間連続再生　
音楽ファイル　最大約 18 時間連続再生

録音 ワンセグ　　　最大約 4.5 時間連続録音
ＦＭラジオ　　最大約 20 時間連続録音

対応フォーマット

動画 Ｈ -264、Ｈ -236、DivX、Ｘ viD、
MPEG-1/2/4、AVI、WMV9[SP]、ASF

音声 MP3、WMA、OGG、AAC、MPEG-4AAC、
MPEG4-BSAC、WAV、FLAC

画像 JPEG、BMP、GIF、PNG

使用環境

OS：Microsoft Windows 7/2000/XP/Vista
CPU：Pentium　500 ＭＨ z 以上
メモリー：256MB 以上
HDD：10GB 以上
インターフェイス：USB 2.0

付属品
イヤホン、USB ケーブル、USB　
AC 電源用アダプター、タッチペン、
ストラップ、取扱説明書、拡大レンズ

コンテンツ

辞典
（旺文社）

新英語中辞典　　　　　　　    135,000 語
（一部音声有り、約 15,000 語）　　　　
和英中辞典　　　　　　　　　   80,000 語
英会話表現辞典　　　　　　　   12,000 語

（アクティブ英会話）　
新TOEIC英単語・熟語マスタリー2000

（音声有り）                              　2,000単語

録音

英語　　日常英会話例　　　　　　3,738 文章
　　　　海外英会話例　　　　　  　778 文章
　　　　ビジネス英会話例　　　  　760 文章
　　　　慣用表現例　　　　　 　1,994 文章
　　　　（TOEIC 頻出表現）
韓国語　文法と発音　　　　　　　 　72 文章
　　　　基本会話　　　　　 　　 　488 文章
　　　　実用会話 1　　　 　　　 　625 文章
　　　　実用会話 2　　　 　　　　 655 文章
中国語　初級　　　　　　 　　　 2,520 文章
　　　　中級　　　　　 　　　　 1,010 文章
　　　　上級　　　　　 　　　　 　670 文章

製品に関するお問い合わせは

輸入元／販売元 株式会社コスモテクノ

〒 194-0021　東京都町田市中町 1-15-11　四分一町田ビル 3F
Tel. 050-3537-8730　Fax.042-732-0763
月〜金　　　10：00 〜 18：00　土日祝日　　年末年始／夏期休暇を除く

安全に関するご注意
■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
■水、湿気、ほこり等の多い場所での使用はしないで下さい。
　故障、火災、感電などの原因になることがあります

ご希望のファイルを作ってワンタッチ再生できます。
ブラウザモード

お気に入りの映画、ミュージックビデオ、
ドラマ等の動画をいつでもどこでも見られます。

動画モード

FM 放送を聴いて、録音も！
ラジオモード

お好きなミュージックを聴こう！
音楽モード

お友達や家族の思い出の写真を！

付加機能盛りだくさん

画像モード

ワンセグモード

■現在時刻・録音録画・イコライザー・予約録画 / 録音・電卓
■ストップウォッチ・ボイスレコーダー・世界時計　他
■対応　OS:Windows7/Vista/XP/2000　Mac OSｘは動作未確認

ご用命・お問い合わせは当店へ

品名／ I talk TV　アイトークＴＶ　
モデル名／ CVL-300　JAN コード No.4580133057028

製 品 構 成
■  本体（I talk TV）
■  タッチペン　　　　　1 本
■  取扱説明書 / 保証書　1 冊
■  AC アダプター　　 　1 個
■  USB ケーブル　　  　1 本
■  イヤフォン　　  　　 1 本
■  拡大フイルム　　　　1 枚

！

http://www.cosmotechno.co.jp



ならこんな事ができる

ネイティブな発音が自然と身に付く
録音機能を活用すると客観的な発音の聴き比べができます。ネイティブ発音の後に続いて
録音ボタンを押してから英文を読めばご自分の音声が流れます。「ネイティブの音声⇒ご自
分の音声⇒ネイティブの音声⇒ご自分の音声」というように先送りボタンを押すまで比較
再生を繰り返します。

面倒な繰り返し操作も I talk TV がサポート、段階的な再生回数指定が可能です。英語は一度
聞いただけでは覚えられませんが何度も聞いて「耳が慣れれば」いつの間にか聞き取れるよう
になってきたことに気づくはずです。また文章の再生間隔調整も可能、ご自分でも文章間に発
音をしてリスニングとスピーキングの両面から英語の定着にお役立てください。

繰り返し聞くことでヒアリング力アップ

聞き取れない文章は先ずスロー、スローに慣れたらノーマル、ノーマルで聞き取れるよう
になったらクイックでというようにヒアリングレベルに合わせて３段階のスピード調整が可
能。 クイック再生に聞き慣れてくるとノーマル再生がゆっくりに感じ発音が聞き取りやす
くなります。スピード変換はヒアリング力アップにとても効果があるといわれています。

再生スピード変換でよりリアルなヒアリングに対応

文章表示をお好みに合わせて、英文のみ、訳文のみ、もしくは両方に切り替えが可能です。
まずは両方表示させ英語と意味を理解し、次に英語のみを表示し意味を理解して最後に日
本語のみの表示にし英語で答えると確実に語学力がついてきます。

英文表示のみ、訳文表示のみ、両方表示可能！
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ユーザー
の感想

分からない単語があっても、辞書を引くのが面倒でついついそのままにしてしまいがち。
でも ItalkTV なら単語をなぞってタッチするだけで辞書にジャンプ。
手間を掛けなくてもすぐに意味がわかります。

わからない単語も辞典ジャンプでラクラク

英和 / 和英辞典 / 英語会話表現辞典で検索した単語を「単語帳」に登録すれば簡単にオリ
ジナルのデジタル単語帳が作成できます。リストアップされた単語をタッチするだけで意
味と例文の復習ができるのでボキャブラリーアップ間違いなし！です。

オリジナルの単語帳で自分にあった学習ができます
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ビジネスシーンで大活躍！
ヒヤリング能力が大幅にアップ。
海外からの電話にも、対等に会話できるようになった

英語初心者の私にも、やさしい機能が充実！

いつでもどこでも、
音楽を聴く感覚で、
勉強ができるのもうれしい！

１ヵ月くらいで映画やスピーチなどの

単語が聞き取りやすくなった！
英語学習の新しい世界の扉を開いてくれた。

画面で文字を追えるのがいい！
教科書で勉強してきた 40 代の私には、
文字があったほうが勉強しやすい

豊富な英語学習機能の他にも、

日常でよく使う機能が多く搭載されており、
非常にコストパフォーマンスの高い製品。
単独で各製品を買うよりも何倍もお得！

　　　　　では英語だけでなく
中国語、韓国語も勉強できます！

中国語（中国語会話例全 4,200 文章）初めての中国語でも発音練習からしっかりサポート。
基本会話、旅行会話、ビジネス会話まで網羅され初級から上級の方までご利用できます。
韓国語（韓国語会話例全 1,840 文章）

テキスト不要で、

英語学習に必要な機能がこれ一台に収納、
本当に凄い！辞書と連動した内容も
市販のＣＤ等と比べ物にならないほど豊富

20代男性

30 代女性

40 代女性

50代男性

30代男性

50代男性

「画期的な英会話学習教材！」多くの反響が寄せられています。



いつでも、どこでも、
空いた時間を使って、

語学学習できる革命的教材。

I talk TV　CVL-300
JAN コード No.4580133057028

こんな方にオススメです。

英会話力を身につけたい！
学校では習わないようなパーティー、デート、
レストランなどの色々な場面での日常会話が
収録されており、生きた英語を学べてプライ
ベートにも役立ちます。また空港、ホテル、
観光などで使われる会話もあるので、海外旅
行前に是非覚えたい必須の会話ばかりです。

通学・通勤時間に勉強したい！
I talk TV はコンパクトな名刺サイズ。新聞の
ように場所をとらないので満員電車でも周り
の人に迷惑をかけません。

例えば通勤片道 1 時間の場合、

忙しいけど英語を勉強したい！
短い時間でも、毎日勉強することが大切です。
通勤、通学、お昼休みなど「スキマ時間」に
聞いてください。語学の学習は聞くことが大
事。まとめて週末に聞くより、短い時間でも
毎日ネイティブの発音を耳でしっかり聞いて
記憶し慣らしてゆくことが上達の近道です。
少しの時間でも「英語耳」の環境を目指しま
しょう。

=1 時間 20 日往  復× × × 12ヶ月 480時
間

一年間で丸ごと 20 日間！！


