
英語強化モデル

PW-ES9300 ＋270
コンテンツ

1000
文学作品

 シャープ学校専用電子辞書ブレーン

リチウムイオン充電池
ACアダプター（100～240V対応、日本国内仕様）
microUSBケーブル付属

ブレーン３大特長

270コンテンツ中、179の英語コンテンツ収録。英語力UPをサポート

学校販売だけの６つの「限定特典」

豊富な語彙、３つの英和大辞典

深く学べる、４つの英英辞典

ブルーガイド わがまま歩き旅行会話

9か国対応TEAP

4つの英英辞典3つの和英辞典

3つの英和大辞典 4つの英和辞典 ６つの総合英語・英文法書

日々の授業から、ハイレベルな学習まで対応 英単語の暗記学習コンテンツ

英語資格試験に役立つコンテンツ 海外旅行会話集
GTEC® TOEIC® TOEFL®

Vision Quest
総合英語2nd Edition

ジーニアス
英和大辞典

ジーニアス 和英辞典
第3版

ウィズダム 和英辞典
第3版

オーレックス 和英辞典
第2版

OXFORD
現代英英辞典第10版

ロングマン
現代英英辞典 6訂版

ロングマン英語
アクティベータ 2版

ロングマン
連語類語辞典

リーダーズ英和辞典
第3版

リーダーズ・プラス コンパスローズ
英和辞典

ジーニアス
英和辞典 第5版

ウィズダム英和辞典
第4版

オーレックス英和辞典
第2版

総合英語
Evergreen

英文法・語法
Vintage 3rd Edition

徹底例解
ロイヤル英文法 改訂新版

総合英語 be
3rd Edition

クラウン総合英語
第３版

システム英単語
5訂版 ※3

速読英単語必修編
改訂第7版 増補版 ※4

画面を
クルっと回して
縦型スタイル

TEAP英単語ターゲット キクタンGTEC®
【Basic&Advanced両対応】※5

TOEIC® L&Rテスト
至高の模試600問※6

完全攻略！ 
TOEFL iBT®テスト※6

※１ 教育・情報ニュースサイト「リセマム」を運営する株式会社イードが、電子辞書を保有している中高生の保護者を対象に2022年５月にネット調査。2012～2014年　高校生の部　最優秀賞、2014年　中学生の部　最優秀賞、2015～2022年　
最優秀賞をBrainシリーズとして受賞。  ※２ 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）。 ※3 霜　康司・刀祢雅彦 著。収録されている音声は全てアメリカ英語です。  
※4 英文は収録されておりません。英文解説は収録されておりません。※5 「GTEC」は、株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。この商品・サービスは、株式会社ベネッセコーポレーションより、過去問その他公式問題の提供を受けて、
株式会社アルクが企画・制作したものです。コンテンツの内容について、株式会社ベネッセコーポレーションの承認推奨を受けたものではありません。 ※6 TOEIC, TOEFL and TOEFL iBT® are registered trademarks of ETS. This product is 
not endorsed or approved by ETS.

※写真はイメージですOxford Advanced Learner’s Dictionary 10th edtion©Oxford University Press 2020

スキマ時間を暗記学習に
有効活用

人気の２way
縦横スタイル

ネイビー系

※1

11年連続
顧客満足度№1※1

使用時間約140時間  
リチウムイオン充電池

※2

11 No.1年連続
顧客満足度

英検®（5～1級）

2021年度 英検5～1級
過去6回全問題集

英検5～1級
でる順パス単

ワンランク上の英語学習に対応ワンランク上の英語学習に対応

動画でご紹介

在学期間保証 学校販売特別価格 お名前シール Brain活用マスターブック液晶割れ低額修理対応(有償）
1 2 3 4 5

専用ケース
6



 Brainは 様々な学習にお応えします！
英語に強い！英語4技能を集中して鍛える『聞く』『読む』『話す』『書く』

大学入学共通テストに向けて６教科対応コンテンツ収録

探究学習に役立つ
探究検索

●PW-ES9300 収録コンテンツ一覧

※１ Oxford Advanced Learner's Dictionary 10th edition©　Oxford University Press2020 ※2 電子辞書用に編集したものです。チャンツは搭載していません。 ※３ 「GTEC｣は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。この商品・サービスは、株式会社
ベネッセコーポレーションより、過去問その他公式問題の提供を受けて、株式会社アルクが企画・制作したものです。コンテンツの内容について、株式会社ベネッセコーポレーションの承認推奨を受けたものではありません。 
※4 電子辞書用に編集したものです。 ※５ 電子辞書用に編集したものです。英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 ※6 NHKラジオ
講座「基礎英語１/2/3」（2018年4月～2019年3月放送）から抜粋し、編集したものです。 ※7 原作：わかぎゑふ、英語脚本：佐藤良明／栩木玲子、キャラクターデザイン：Spooky graphic。挿入歌は含まれておりません。 ※8 日本経済新聞社、デイビッド･セイン＆マーク･ス
プーン著 ※9 自由国民社 刊、堀内克明･監修。 ※10 書籍版にもとづいて電子版として編集したものです。書籍の内容の一部及び模擬検定は収録していません。 ※11 書籍版は現在刊行されておりません。
「漢検」「漢字検定」は公益財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。
TOEIC,TOEFL and TOEFL iBT are registered trademarks of ETS. This（pubication/product）is not endorsed or apporoved by ETS. 当チラシの記載内容は、2022年12月現在の情報に基づくものとなっております。

※1 書籍版は現在刊行されておりません。  ※2 電子辞書用に編集したものです。  ※3 書籍版にもとづいて電子版として編集したものです。書籍の内容の一部及び模擬検定は収録していません。 ※4 使用温度25℃、商品同梱のACアダプターを使用し、内蔵充電池
が満充電（6時間）になるまでの消費電力量は17Wh、電力料金目安単価31円/kWh（税込）［2022年7月改訂］（家電公取協調べ）から算出。充電時間は使用温度、充電池の残量などによって変わります。 

ジーニアス英和大辞典（ジーニアス用例プラス版）
リーダーズ英和辞典　第３版　　
リーダーズ・プラス　　　　　
ロングマン現代英英辞典　6訂版　　　
ロングマン連語類語辞典　　　
ロングマン英語アクティベータ　2版
ジーニアス英和辞典 第5版（ジーニアス用例プラス版）
ジーニアス和英辞典　第3版　　
コンパスローズ英和辞典
ウィズダム英和辞典　第4版　　　　
ウィズダム和英辞典　第3版　　　　
オーレックス英和辞典　第２版　　
オーレックス和英辞典　第２版　　
OXFORD現代英英辞典 第10版※１
カタカナで引ける英和辞典　　　　　
システム英単語 5訂版
速読英単語 必修編 改訂第7版 増補版　
Z会 音読英単語 入門編　　　
英単語ターゲット1900 6訂版
英単語ターゲット1900 6訂版 語彙力確認テスト

英熟語ターゲット1000［4訂版］
英熟語ターゲット1000［4訂版］実戦問題集
TEAP英単語ターゲット
改訂版キクタン【Entry】2000 ※２
改訂第2版 キクタン ※２  ●【Basic】4000
●【Advanced】6000　●【Super】12000
キクタンGTEC®【Basic&Advanced両対応】 ※3
改訂第2版キクタンリーディング ※２
●【Basic】4000　●【Advanced】6000
●【Super】12000
夢をかなえる英単語 新ユメタン ※４
 ●０中学修了～高校基礎レベル ●１大学合格必須レベル
 ●２難関大学合格必須レベル ●3スーパーハイレベル　　
夢をかなえる英熟語　新ユメジュク
キクタンサイエンス　●生命科学編　　
●工学編 ●情報科学編 ●地球とエネルギー編
改訂版キクタン英検 ※5　●3級 ●準2級 ●2級
キクタンTOEIC® L&Rテスト ※２
●SCORE 600 ●SCORE 800 ●SCORE 990
聞いて覚える英単語キクタンTOEFL®Test【頻出編】 ※２

でる順パス単　　　　
●英検5級 ●英検4級 ●英検3級 ●英検準2級
●英検2級 ●英検準1級 ●英検1級
2021年度 英検 過去6回全問題集
●5級　●4級　●3級　●準2級
●2級　●準1級　●1級
はじめてのTOEIC® L&R テスト全パート総合対策
はじめてのTOEFL iBT®テスト総合対策
TOEIC® L&Rテスト 至高の模試600問
総合英語be 3rd Edition
クラウン総合英語 第3版
Vision Quest　総合英語 2nd Edition
総合英語 Evergreen
英文法・語法 Vintage 3rd Edition
徹底例解 ロイヤル英文法 改訂新版
2021年度大学入学共通テスト
英語リスニング問題
新TOEIC®テスト文法特訓プログラム
1日3分 TOEIC® Test Part5
TOEIC®TEST 文法・語彙出るとこだけ！問題集
TOEIC®テスト  ボキャブラリー730
TOEIC®テスト　イディオム730
完全攻略！ TOEFL iBT®テスト
英語名演説･名せりふ集　Ver.2

NHKラジオ講座2018年度版 ※6
●基礎英語１／２／３ for Brain
リトル・チャロ（全50話） ※7
●Vol.1　●Vol.2　●Vol.3
ATR CALL 5000
ATR CALL COCET
ABOUT ME ～2nd Edition～
ABOUT ME FOR STUDENTS
英文法のトリセツ　●じっくり基礎編
●とことん攻略編　●中学レベル完結編
山口英文法講義の実況中継（問題演習）
音声付き英会話
音声付き英語発音解説
プレゼンテーションの英語表現 ※8　　　
英文手紙用例辞典
使ってトクする英語　損する英語
日常生活英会話手帳（とっさのフレーズ2000）
動詞活用マスタードリル

受かる！数学検定 準2級 ※10
受かる！数学検定 2級 ※10
高校数学解法事典　第九版

日本・世界文学作品（青空文庫） 1000冊

大辞林 4.0　2021年5月改訂版
新明解国語辞典 第八版
明鏡国語辞典 第三版
日本語大シソーラス類語検索大辞典
知っておきたい日本語コロケーション辞典
三省堂　反対語便覧　新装版
「現代用語の基礎知識」
カタカナ外来語ABC略語辞典2022年版 ※9
四字熟語辞典　　　　
故事ことわざ辞典　　　
明鏡　文法用語集　　　
明鏡　口語と文語の活用表　　
空飛ぶ小論文教室　　　　　
大学入学共通テスト 飯塚漢文講義の実況中継
出口汪 現代文講義の実況中継①/②
近現代文学事典（青空文庫リンクつき）
現代文名作選：（18冊）●羅生門●山月記●舞姫 ほか

旺文社生物事典 五訂版 【電子補訂版】
旺文社物理事典 【電子補訂版】

ブルーガイドわがまま歩き旅行会話　　●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 ●タイ語+英語 ●ベトナム語+英語

新漢語林 第二版　　　
漢字ターゲット1700　　　
漢検ポケットでる順  
●3級　●準2級　●2級　　　
旺文社古語辞典　第十版 増補版
旺文社全訳古語辞典　第五版
古語林 古典文学事典　　　
古文単語・熟語ターゲット270　　
ビジュアル古典ミニ図鑑　第二版
古典名作冒頭選　　　　
写真で味わう名歌名句　第二版
百人一首　　　　　　
古語林　名歌名句事典
常用漢字の難読辞典　　　
改訂新版　敬語早わかり辞典
言葉の作法辞典

旺文社化学事典　【電子補訂版】
地学用語集　　　　

山川 日本史小辞典 新版　　　
山川 世界史小辞典 改訂新版　　
旺文社日本史事典　三訂版　　
旺文社世界史事典　三訂版　　　
山川　一問一答　　　　
●日本史 第3版 ●世界史 第3版 ●地理
●倫理 ●現代社会 ●政治・経済　　　
用語集 倫理　新訂第4版     
歴検チャレンジ！　　　　
Ｚ会 日本史Ｂ用語＆問題2100 改訂第2版
Ｚ会 世界史Ｂ用語＆問題2000 改訂第２版　　
Ｚ会 地理Ｂ用語＆問題2000 改訂版
日本史年代暗記ターゲット312　　
世界史年代暗記ターゲット315　　
用語集 現代社会+政治・経済〈’21‐’22年版〉 
日本国憲法

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
電子辞書版2021年4月改訂版  ※11

手紙文例集／スピーチ文例集
内定勝者 私たちはこう言った！ こう書いた！ 
合格実例集＆セオリー2022
●エントリーシート編 ●面接編

英　語 国　語 社　会

生　活

実　用
数　学

理　科

旅　行

文学作品
●赤毛のアン ●クリスマスキャロル ●オズの魔法使い ●若草物語 ●ロビンソン・クル―ソー
●ウサイン・ボルト ●ジョン・F・ケネディ ●ネルソン・マンデラ ●海底２万マイル ●宝島
●ガリバー旅行記 ●ヴェニスの商人 ●マララ・ユスフザイ ●忠臣蔵 ●忠犬ハチ公　ほか

OXFORD BOOKWORMS ベストセラー厳選集 ※7

絵と字幕を見ながら音声が聞けるコンテ
ンツ。再生中の文章は赤色に反転。再生
速度は5段階。リスニング、リピーティン
グ、シャドーイングの練習ができます。

2022年から必修の探究学習に活かせる
探究学習メニューを搭載。
探究検索では説明文まで含めた
検索が可能です。

多くの学校や企業の英語教材に利用さ
れているATR CALL。英単語や文章の
発音の採点もしてくれます。

ライティング練習に「英作ボード」を搭
載。入力語数のカウント機能も付いてい
るので、英検ライティング試験の対策に
も役立ちます。タイピングの練習ソフト
「キーボードトレー
ニング」も収録。

英語原書 OXFORD BOOKWORMS
ベストセラー厳選集を収録。レベル
に合わせた多読学習ができます。

聞 く 話 す読 む 書 く

＊演習問題（Activities）除く
  Oxford Bookworms Library, 
  3rd edition first published 2008,
  ©Oxford University Press

Stage1
Stage2
Stage3
Stage4
Stage5
Stage6

400
700
1,000
1,400
1,800
2,500

ウサイン・ボルト
スティーブン・ホーキング
クリスマス・キャロル
ガンジー
嵐が丘
ジェーン・エア

レベル 単語数 主なタイトル

国　語

社会（地理・歴史・公民） 数学・理科英　語

英語４技能を満遍なく学習できる多彩なコンテンツで英語力アップをサポート！
マスク着用の授業が続き発音練習が難しく感じる今、ブレーンは発音学習に役立ちます。

受かる! 数学検定※3
準2級/2級

旺文社 化学事典
【電子補訂版】

旺文社 生物事典 
第五版【電子補訂版】

高校数学解法事典
第九版

山川世界史小辞典
改定新版 山川  一問一答  世界史第３版／日本史第３版／地理／政治・経済／現代社会／倫理山川日本史小辞典

新版

日本語大シソーラス
類語検索大辞典

ブリタニカ国際大百科辞典
小項目辞典 電子辞書版※1

知っておきたい
日本語 コロケーション辞典

空飛ぶ小論文教室大辞林 4.0
2021年5月改訂版

明鏡国語辞典
第三版

新明解国語辞典
第八版

夢をかなえる英単語 新ユメタン
 大学合格必須レベル※2

OXFORD BOOKWORMS
ベストセラー厳選集

旺文社 全訳古語辞典
第五版

新漢語林
第二版

旺文社古語辞典
第十版 増補版

漢検ポケット
でる順3～2級

大学入学共通テスト
飯塚敏夫 漢文講義の実況中継

Oxford Bookworms Library, 3rd edition 
first published 2008, ©Oxford University Press

電池の入れ替え要らず充電式
●繰り返し充電できます。

●USBケーブル/
　ACアダプター
　同梱

●100～240V（50～60Hz）に
　対応。（日本国内仕様）

●2021年9月実施のシャープ製電子辞書を使用している
　16～19歳の学生538名へのスマートフォンリサーチから。

8.0％
めったに
しない
22.3％

月に1回未満
27.1％ 月に1回

19.1％

2～3日に1回 4.3％毎日 2.6％

月に2～3回
16.5％

週に1回 

約85％

月3回充電なら３年間の電気代 
　  約57円（目安）※4

約85％が 月に3回以下

ブレーンの充電頻度は？

バッテリー
長持ち!

約140時間
大学進学後も安心

コンテンツが増やせる（別売）

フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、
中国語、韓国語の辞書や専門分野のコンテンツ
を追加できます

お得に購入！
ブレーンライブラリー
キャンペーン
（2023年２月予定）フランス語 ドイツ語

©NHK･NHKエデュケーショナル2008


