
talkbot.(トークボット)は従来の電子辞書のような翻訳機と違い
Wi-Fi接続しインターネット上の翻訳サーバー(※1)を介して翻訳
します。インターネット上の翻訳サーバーを使用することで筐
体に収めることのできない膨大なデータベースの情報を元に翻
訳するため、高い翻訳精度と数種類の翻訳方法で最大78の言語
の翻訳が可能です。さらにWi-Fi接続できない場所でも翻訳が
可能なオフライン翻訳(4言語)(※2)機能も搭載しています。
※1 翻訳サーバーはGoogleまたはMicrosoftの翻訳システムを使用しています。
※2 オフライン翻訳はオンライン翻訳と比較して翻訳精度が下がります。

〒206-0012 東京都多摩市貝取1510-1 永山JOYビル5F

株式会社INBES(インベス)

製品に関するお問い合わせ先

伝われば世界は広がる

042-400-0787 https://inbes.jp

お買い上げの前に必ずお読みください （免責事項・注意事項）

製品仕様

パッケージ内容

品名
型式
翻訳機能 トーク翻訳
 撮影翻訳
 録音翻訳
CPU
Wi-Fi
システム言語
撮影翻訳用カメラ
充電端子
内蔵バッテリー
連続動作時間
防水防塵
外形寸法
質量

※掲載画像は全てイメージです。本カタログの内容は2019年8月現在のものです。

HTC19JUR31

talkbot.本体 x1　充電用USBケーブル x1　取扱説明書(保証書含) x1

双方向マルチ翻訳機 talkbot.
ITB1W 
オンライン：78言語　オフライン：4言語 
オンライン：26言語　オフライン：不可 
オンライン：78言語　オフライン：不可 
Cortex-A7 Quad-core 1.2Ghz 
802.11 b/g/n (2.4GHz)
日本語、英語、中国語 (簡体字、繁体字 )、イタリア語 
500 万画素 
USB Type-C 
リチウムイオン充電池
最大 8時間 
ー ( なし) 
W50xH133xD14mm 
約 100g 

・本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上ご利用ください。・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。・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。・オンライン翻訳の際、日本国外の翻訳
サービスを使用するため、音声、画像データ等を日本国外へ提供いたします。・本製品は非防水です。風呂場、台所、
洗面所などの水回り、高温多湿(動作温度5°C~35°C、湿度45%~85%)の場所、ほこりや振動の多い場所では使用
しないでください。・ディスプレイに無理な力がかかると内部基板などが破損し故障の原因となりますので、重量物
の下にならないようにしてください。外部損傷がなくても保証対象外となります。・汚れた場合は柔らかい布で乾拭
きしてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを用いると外装や文字が変質する おそれがありますので使用
しないでください。・本製品を充電する際は、充電用機器のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。う
まく接続できない場合は、無理に接続せず、接続し直してください。・お子様がご使用になる場合は、危険な状態に
ならないように 保護者の方が取り扱いの内容を教え、誤った使用をしないように注意、指導をしてください。・本製
品の内蔵バッテリーは「リチウムイオン電池」です。本製品を処分される際はお住まいの自治体の処分方法に則って
適切に処分してください。・内蔵バッテリーは消耗品ですが交換することはできません。充電しても機能が回復しな
い場合は製品自体の寿命です。寿命は使用状態などによって異なりますが概ね2～3年程度を想定しておりま
す。・保証規定は取扱説明書または保証書に記載されている内容に準じます。事前に確認されたい場合は弊社
WEBサイト(https://inbes.jp)よりご確認、ダウンロードして頂けます。・製品の外観・製品の外観、仕様、操作画面
および価格等は予告無く変更される場合がございます。
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talkbot.に話しかけた内容をその場ですぐに翻訳。
認識させる言語を左右のボタンで切替(日本語 ⇄ 英語etc.)でき
るのでお互いのコミュニケーションの妨げになりにくく円滑に
コミュニケーションが可能です。

メニューや名刺、看板などあらかじ
め印字されているものを内蔵のカメ
ラで撮影して翻訳。海外旅行の際、
飲食店のメニューや看板の内容を日
本語に翻訳したり、外国人の方が国
内の飲食店で日本語のメニューを母
国語に翻訳できます。

翻訳したい内容をあらかじめ録音して翻訳することもできま
す。あらかじめオンライン環境で翻訳しておけばオフライン環
境でも翻訳結果を確認したり、読み上げたりすることができま
す。※翻訳はオンラインのみ

海外旅行や屋外などでWi-Fi接続が全くできない場所でも、
内蔵ストレージに保存された翻訳データから簡易的な翻訳機
能を利用できます。

オフライン時はトーク翻訳の日本語・英語・中国語・韓
国語の4言語に対応しています。

アラビア語 タミル語 ベンガル語 スワヒリ語  
セルビア語 ウルドゥー語 ブルガリア語 カタロニア語  
チェコ語 デンマーク語 ギリシャ語 フィンランド語 
ヘブライ語 クロアチア語 ハンガリー語 マレー語  
ノルウェー語 ポーランド語 ルーマニア語 スロバキア語  
スロベニア語 スウェーデン語 トルコ語 アムハラ語  
アゼルバイジャン語 バスク語 ペルシャ語 フィリピン語  
ガリシア語 グジャラート語 アルメニア語 アイスランド語 
ジャワ語 グルジア語 クメール語 カンナダ語  
ラオス語 リトアニア語 ラトビア語 マラヤーラム語 
マラーティー語 ネパール語 シンハラ語 テルグ語  
ウクライナ語 ズールー語 エストニア語 ボスニア語  
ハイチ語 ケレタロオットー語 クリンゴン語 マダガスカル語 
マルタ語 ミャオ語 フィジー語 サモア語  
トンガ語 タヒチ語 ウェールズ語 ユカタンマヤ語 
モンゴル語 ビルマ語

近くにWi-Fi環境がなくてもスマートフォンのテザリ
ング機能を利用してインターネット接続が可能です。
(テザリングした端末側の通信料がかかります。)

トーク翻訳(双方向翻訳) 撮影翻訳

対応言語 オンライン翻訳(Wi-Fi)

オフライン対応言語

マ ル チ に 翻 訳  で き る か ら 、
い ろ い ろ な シ  ー ン で 活 躍 。

録音翻訳

ネットがなくてもOK！
オフラインでも翻訳できます！

久しぶり!

近くに新しい
カフェができたの

long time no see

There was a new
cafe nearby

ええ とっても

行ってみたい

Yeah very much

Check
Point!

ポルトガル語

ロシア語

タイ語ベトナム語 インドネシア語

フランス語

ドイツ語

日本語

中国語(簡体字) 中国語(繁体字) 広東語 韓国語

英語(アメリカ) 英語(イギリス) 英語(カナダ) 英語(オーストラリア)

スペイン語 イタリア語オランダ語

ヒンディー語

I want to go

音声翻訳 文字翻訳 録音

オンライン 78言語 オンライン 78言語オフライン 4言語 オンライン 26言語

※オフライン時の翻訳は精度が下がります。短文や単語で翻訳をお勧めします。

※ 対応言語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。
※ オンライン翻訳は日本国外の翻訳サービスを使用するため、音声、画像データ等を日本国外へ
提供いたします。

テザリングで利用できます！
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