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画面表示と連動した配置と色で
分かりやすい“翻訳キー” 
画面の上側の言語を話すときは “翻訳キー（上）”、
下側の言語を話すときは “翻訳キー（下）” で翻訳できます。

文字をくっきりと映す
翻訳専用カメラ
読みたい文字を撮影して翻訳ができます。

［詳しくは P06 へ➡］

大きく、見やすい
3.0インチIPS液晶
翻訳された文章の表示も
大きく見やすく、タッチ
操作もしやすいサイズです。

周囲の雑音を取り
除くので騒がしい
場所でも使用する
ことが可能です。

お互いの言語が話せなくても、まるで通訳がいるかのよう にスムーズに翻訳し、会話ができる“マルチ通訳機”です。
arrowsならではの「使いやすさ」「安心」にこだわり、あな たと世界をつなげます。

a r r o w s
h e l l o で

話 す
オンライン28言語
オフライン3言語
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聞 く
双方向翻訳 カメ ラ翻訳
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Wi-Fiに接続することで28言語が話せるだけでなく、
Wi-Fiに接続しないオフライン翻訳にも対応。

簡易的な会話であれば通信圏外や機内などでも
電波状況に影響されず、安心して使うことができます。

自分だけでなく相手の言語も翻訳できるので、
会話がスムーズに進みます。

翻訳キーを押し続けている間の言葉を認識し、翻訳します。
途中で言葉がつまったり、長い会話でもきちんと翻訳ができます。

文字を撮影して翻訳ができる「カメラ翻訳」を搭載。
レストランのメニューや、

駅の案内表示などを読むのに便利です。

飲食店での接客に 発音確認などの語学学習に

海外旅行での会話に ビジネスのシーンで

ノイズキャンセル
マイク

双方の言語を設定できるので、１台あれば会話をスムーズにする
ことができます。

「双方向翻訳」で会話がスムーズに

翻訳キー（上／下）

翻訳したい文字を撮影。 画面上に翻訳結果が
表示される。

カメラ翻訳オンライン28言語／オフライン3言語 双方向翻訳

押し間違いにくい
スライド式です。

電源キー

■翻訳サービス　NetEase Youdao Information Technology（Beijing）Co.,Ltd.（有道）の翻訳サービスを使用しています。 ※オンライン翻訳の場合のイメージになります。

聞き逃したときは「リピート」
画面上の「リピート」ボタンをタッチするだけで何度でも再生
できるので、聞き逃してしまっても焦ることなく安心して使えます。
また、繰り返し聞くことができるので語学学習にも役立ちます。

リピート
ボタン

en ese restaurante puedes
probar una paella magní�ca

そのレストランでは、
素晴らしいパエリアを

食べることができます。

近くに地元の名物が
食べられる
レストランはありますか？

¿Hay un restaurante donde
las especialidades locales
se pueden comer cerca?

客人知道。
什么颜色？

大小是多少？

お客様、かしこまりました。
何色ですか？

大きさはどの位でしょう？

スーツケースが
見つかりません
一緒に探してください！

我个行李箱，请找。

Wie steht es um 
dieses Medikament?

昨夜から熱があって
咳が止まりません。

Ich habe Fieber seit 
gestern Abend und 
kann nicht aufhören zu husten.

그래 조금 더 
오른쪽으로 들러주세요.

はい、もう少し右に
寄ってください。

このお城が
背景に入るように
写真を撮ってください。

이 성곽을 배경에서 오기 
것과 같이 사진 좀 찍어주세요.

日本語 外国語

日本語 外国語

Helloこんにちは

お元気ですか How 
are you ?

この薬はどうでしょう？
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操作で使う言語（システム言語）は選べますか？Q
日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語から選択
が可能です。A

スマートフォンの
翻訳アプリとの違いは何ですか？Q
●ノイズキャンセル用の専用マイクで集音性能が高く、翻訳

精度も高い。
●スピーカーが大きく非常にクリアな音で、翻訳結果が聞きやすい。
●アプリを探したりする操作がなく、使いたいときにすぐに

使える手軽さ。
●海外で相手にスマートフォンを差し出す必要がないので安心。
●スマートフォンと使い分けることで電池残量を気にせず使える。

A
オン

※1 「輝度や音量などはお買い上げ時の状態かつ、静止状態でのデータ」を基に算出した平均的な
利用時間です。設定状況、使用環境やカメラなどのご利用頻度により、上記時間は変動します。
※2 「輝度や音量などはお買い上げ時の状態で、5 分間連続で翻訳を行い、5 分間利用しないを繰り
返した場合」のデータを基に算出した平均的な利用時間です。設定状況、使用環境やカメラなど
のご利用頻度により、上記時間は変動します。

■翻訳サービス
NetEase Youdao Information Technology（Beijing）Co.,Ltd.（有道）の翻訳サービスを使用しています。

■使用上のご注意
◯ご購入後の初期設定時、ソフトウェアアップデート時には、Wi-Fi に接続する必要があります。
◯本ソフトウェアや翻訳サービスは、提供時点での技術水準に依存しており、翻訳結果の正確性を

保証するものではありません。
◯本製品は、オンライン翻訳機能で日本国外の翻訳サービスを使用するため、音声データ等を日本

国外へ提供いたします。

■本カタログについてのご注意
◯本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものであり、実際の製品・画面と

はデザインなどにおいて異なる場合があります。
◯記載している仕様、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。
◯画面はハメコミ合成です。
◯印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

スペック
arrows hello（アローズ ハロー）

AT01
28言語
3言語

21言語
3言語

3.0インチ（640×360）
○

118×50×13mm
101g

約280時間
約9.7時間（オンライン）／約6.3時間（オフライン）

○（5M）
ー／ー

ー
○／○

USBケーブル、取扱説明書

品名
型名
音声翻訳

（双方向）

カメラ翻訳

ディスプレイサイズ
タッチパネル
サイズ（H×W×D）
重量

動作時間

カメラ（カメラ翻訳用途）
防水／防塵
SIM対応
Wi-Fi／Bluetooth
付属品

CM001109

Q & A arrows hello の使 い方　-How to use-

■電源を入れる   -Turn on the power-

①電源キーを上方向にスライドさせます。
②3秒以上待つと電源が入ります。
1. Slide the power key up .
2. Wait for 3 seconds or longer to turn on the power.

■音声翻訳をする   -Speech translation- ■カメラ翻訳をする   -Camera translation-

〈翻訳言語の設定   -Setting the translation language-〉 〈翻訳言語の設定   -Setting the translation language-〉

トップ画面から変更したい言語をタップし、言語を選択します。

翻訳キー（上／下）と連動。

Power key
電源キー

対応言語

＊対応言語数はソフトウェアアップデートにより変更になる場合があります。
＊国名は順不同です。

■Wi-Fiの設定をする   -Wi-Fi settings-

①トップ画面左上の“設定”をタップします。※右図

②Wi-Fiをタップします。
③Wi-Fiをオンにします。※右図

④接続するWi-Fiを選択して　  をタップします。
＊セキュリティーで保護されたWi-Fiを選択する場合
パスワードを入力し、右下の　  をタップします。

1. Tap the “setting” in the top left corner of the top screen.
2. Tap Wi-Fi.
3. Turn on Wi-Fi
4. Select the Wi-Fi name and tap the check.
* To select a secure Wi-Fi, enter the password
   and tap the check in the lower right.

スピーカーに接続して音声出力できますか？Q
Bluetooth 機能を利用してスピーカーと接続していただければ
可能ですのでビジネスのシーンで便利です。A

通信費用は発生しますか？Q
オフライン翻訳（音声・カメラ）は追加費用は発生しません。
オンライン翻訳（音声・カメラ）は Wi-Fi による利用で通信
費用が別途発生します。
＊通信費用についてはお客様の契約状況により異なります。

A

充電器はついてますか？
市販のものでも使えますか？Q
充電器のアダプタは同梱しておりません。市販の充電器を
ご利用ください。充電用のケーブル（USB-TypeC ケーブル）
のみ同梱していますので、アダプタとの接続またはＰＣとの
接続が必要となります。

A
オフライン　3言語

オンライン　28言語

カメラ翻訳音声翻訳

オランダ語

韓国語

チェコ語

中国語
（簡体字）

中国語
（繁体字）

日本語

ノルウェー語

スペイン語ロシア語ドイツ語フランス語

スウェーデン語 デンマーク語フィンランド語ポルトガル語

ギリシャ語トルコ語ポーランド語 ハンガリー語

英語

カメラ翻訳音声翻訳

中国語
（簡体字）

日本語 英語

イタリア語

スロバキア語ベトナム語

ヒンディー語

音声翻訳

● 電源を切る   ‒Turn off the power-

Slide the power key up and select Shutdown. 

電源キーを上方向にスライドさせてから、
“シャットダウン”を選択してください。

＊ご購入後または初期化後の初回起動時、ソフトウェアアップデート時には必ずWi-Fiに接続する
必要があります。
* It's always necessary to connect to a Wi-Fi at the time of a software update at the time of the purchase back 
or the first time start after initialization.

①翻訳キーを押したまま
　マイクに向かって話します。
1. Hold down the key , and talk 
     to the microphone.

①トップ画面で「カメラ翻訳」をタップします。
1. Tap the camera translation button on the top screen.

②話し終わったら、
　翻訳キーを離します。
2. Release the key after speaking.

③翻訳結果が表示されます。
3. Translation results are displayed.

3. Translation results are displayed.

③翻訳結果が表示されます。②翻訳したい部分をカメラで映し、
　　   をタップで撮影します。
2. Show the part you want to translate on 
　the display  of the camera. Tap the button to shoot.

Translation key （Up/Down）
翻訳キー（上／下）

Slide up

ここを
タップ

１言語を１つの翻訳キーに割り当てて使用します。
1 language is assigned to 1 translation key and it's used.

From the top screen,tap the part you want to change and select the language.
カメラ画面の上部から変更したい言語をタップし、言語を選択します。
In the top of the camera screen,tap the part you want to change and select the language.

上キー

下キー

＊掲載されている画像はすべてイメージです。
＊本カタログの内容は 2019 年 4 月現在のものです。

〈故障・修理のご相談〉  arrows 製品サポート窓口

＊システムメンテナンス日などを除く。  ＊通話料はお客様負担となります。

050-3101-2706   （受付時間 9:00～18:00）

https://www.fmworld.net/product/phone/arrows/hello/

arrows hello AT01 の詳しい情報はこちら

ON／OFF
（上にスライド）

電波の悪いところでも
活躍できる

「オフライン翻訳」

設定

　　オンライン
　　オフライン
　　オンライン
　　オフライン

連続待受時間※1

音声翻訳※2

アラビア語 タイ語ルーマニア語 インドネシア語

08 09 1007


