
本体同時購入の場合▶ お得なプライスに！
第二外国語追加コンテンツ
ドイツ語 フランス語 スペイン語 イタリア語

中国語 韓国語 ロシア語 ポルトガル語

XS-SS04DL-B XS-OH29DL-B XS-HA09DL-B XS-SH25DL-B

XS-SH24DL-B XS-SH26DL-B XS-SA28DL-B XS-HA10DL-B

注目！

各 ¥3,870（税込）

各専門分野英語

語学の授業

レポート作成

TOEIC®・TOEFL®対策

卒業論文作成

英語論文の読解・作成

就職活動・進学勉強

ゼミ資料作成

各専門分野英語

各専門分野用語

レポート作成

TOEIC®・TOEFL®対策

国際学会での発表

修士論文作成

英語論文の読解・作成

就職活動・進学勉強

ゼミ資料作成

各専門分野英語

各専門分野用語

レポート作成

TOEIC®対策

就職活動

ゼミ資料作成

各専門分野英語

各専門分野用語

レポート作成

TOEIC®・TOEFL®対策

ゼミ資料作成

各専門分野英語

各専門分野用語

レポート作成

TOEIC®・TOEFL®対策

1年生
2年生

3年生

4年生
大学院・社会人

就職活動に ビジネス英語や学会発表に基礎固めに 専門分野の学習や留学に 卒論執筆に

大学生からは専門分野の電子辞書が必須！

ダウンロード版

学内販売ならではの3つの特典！！
1 2 3大学生特別斡旋価格 安心の4年間保証

メーカー保証を最長4年間に延長
修理代金学割
保証対象外の修理代金も割引に！

松本 茂 先生

立教大学
グローバル教育センター長

リーダーズ・プラスジーニアス
英和大辞典

リーダーズ英和辞典
第3版

新編 
英和活用大辞典

ダントツ
一般常識+時事
一問一答問題集

経済・ビジネス基本用語
4000語辞典

SPI＆テストセンター
超実戦問題集

ダントツSPI
一問一答問題集

日経ビジネス
経済・経営用語辞典

新英和大辞典 第六版 新和英大辞典 第五版 オックスフォード
新英英辞典 第2版

オックスフォード
類語辞典（第2版）

共通コンテンツ
岩波 理化学辞典 第5版 理化学英和辞典 自然科学系英和大辞典

増補改訂新版
自然科学系和英大辞典
 増補改訂版（第5版）

高校数学解法辞典

200万語専門用語
英和・和英大辞典

オックスフォード
現代英英辞典（第9版）

ロングマン
現代英英辞典 6訂版

カシオの大学生向け 英語強化モデル

AZ-SX9800
カシオの大学生向け 理系強化モデル

AZ-SX9850

英語強化コンテンツ 高度な英語学習をサポート！ 理系強化コンテンツ 理系専門学習に対応！

学年が
上がる

につれ
利用頻

度も増
えます！

ほかにも役立つ場面がたくさん！ 電子辞書なら200コンテンツがこの1台に！

200
コンテンツ

¥ 37,000（税込）本体特別価格

200
コンテンツ

¥ 37,000（税込）本体特別価格

20202020

2020年1月中旬以降、商品詳細がご確認いただけます▲
https://web.casio.jp/exword/AZ-SX9800/

2020年1月中旬以降、商品詳細がご確認いただけます▲
https://web.casio.jp/exword/AZ-SX9850/

メーカー希望小売価格 が¥11,000（税込）

2020年 NEWモデルをご提供いたします。
商品のご注文は、立教大学学生限定サイトまで

が代金引換 クレジットカード
ご利用いただけます。

お支払方法について

h t tp : //www.cma - on l i ne .com

お申込み期間 ： 2020年2月1日～2020年6月30日

　立教大学は文部科学省から日本の大学教育の国際化を牽引する「スーパーグローバル

大学」のひとつとして認定され、教育内容の国際化を推進しております。

　交換留学プログラムや海外インターンシッププログラムの充実などに加え、英語で授業を

行う「全カリ科目」「専門科目」を増やしています。

　どの学部、学科に籍をおこうが、卒業後はもちろんのこと、在学中にも高い英語力が必須の時代になりました。そして、できれば英語

以外にもうひとつの外国語を使えるようになるとよいので、第二外国語の授業にも真剣に取り組んでください。

　このような大学生活に対応するためにも、電子辞書の新規購入と活用をお薦めします。私がお薦めする理由は主に以下の８つです。

　① 高校生用の電子辞書にはない専門用語が掲載されている ② 英語強化モデルか理系強化モデルかを選択できる

　③ 最新版の辞書が搭載されている ④ 複数の英英辞典を横断検索できる（英語強化モデル）

　⑤ TOEIC®やTOEFL®の対策もできる ⑥ レベルに合った効果的な学習プランを立てて学習できる

　⑦ 文レベルの発音チェックができる ⑧ 「第二外国語追加コンテンツ」が用意されている

　電子辞書を積極的に活用し、国際的に活躍できる外国語能力を身につけてください。

英語で学ぶ「全カリ科目」「専門科目」の心強いサポーター

立教大学に入学される皆様へ

■ お問合せ・販売場所

３月より学内売店でも販売します。

池袋キャンパス セントポールプラザ 2階
販売場所

セントポールプラザ 2階
TEL＆FAX: 03-3985-2770

推奨
セントポールプラザ

ID  : 20rikkyo

パスワード :  rikkyo



1

2

3

高校生向けの電子辞書は搭載されている辞書が高校での学習や受験に向いたものとなっており、大学での専門的な
用語、用例には対応していないことがありますので、大学生モデルへの買い替えをおすすめします。

スマートフォンの電子辞書機能は、搭載されている辞書が簡易版になっていることが多く、授業で必要な単語や用例に
対応していないことが多々あります。また、電子辞書なら持ち込み可の試験はありますが、スマートフォンは持ち込む
ことができませんので、電子辞書を用意しておくと便利です。

家電量販店で売っているものには、メーカー保証が1年間しか付きませんが、学内販売で販売している電子辞書は
4年間保証されます。また、電子辞書本体の価格も量販店に比べて安くなっています。更に、第2外国語とセットでの
割引は学内販売だけの特典です。学内販売以外で購入されるのはもったいないですよ！

本チラシ記載のお問合せ先にご連絡ください。
在学中4年間はメーカー保証が適用されますので、自然故障であれば何度でも無償修理できます。
また、液晶割れや水濡れなど、メーカー保証の対象外故障でも、学割価格にて修理可能です。

4

ジーニアス
英和辞典 第5版

ジーニアス
和英辞典 第3版

理化学英和辞典

大学生モデルは質の違いが一目瞭然。

リーダーズ・
プラス

ジーニアス
英和大辞典

リーダーズ英和辞典
第3版

新編 
英和活用大辞典

新英和大辞典 
第六版

新和英大辞典 
第五版

英語強化モデルのみ 英語強化モデルのみ

200万語専門用語
英和・和英大辞典

理系強化モデルのみ 理系強化モデルのみ 理系強化モデルのみ

自然科学系英和大辞典
増補改訂新版

自然科学系和英大辞典
増補改訂版（第5版）

英語強化モデルのみ 英語強化モデルのみ 英語強化モデルのみ 英語強化モデルのみ 英語強化モデルのみ

オックスフォード
現代英英辞典
（第9版）

オックスフォード
新英英辞典 第2版

オックスフォード
連語辞典

英語強化モデルのみ

オックスフォード
英英活用辞典

英語強化モデルのみ

オックスフォード
イディオム辞典

英語強化モデルのみ

オックスフォード
句助詞辞典

ロングマン
現代英英辞典 6訂版

オックスフォード
類語辞典（第2版）

オックスフォード
例文辞典

オックスフォード
例文辞典

高校生モデル

大学生モデル

● キクタン英検 1級/準1級/2級/準2級/3級
●  7日間完成 英検3級予想問題ドリル
● 英検過去6回全問題集 2級/準2級/3級
● 英検でる順パス単 2級/準2級/3級

AZ-SX9800 / AZ-SX9850
英語

資格

英英辞典
ほか

中辞典

大辞典

AZ-SX9800 / AZ-SX9850 収録コンテンツ

高校生モデル 
AZ-G4700edu

大学生モデル  AZ-SX9800

● 語彙が少ない
● 辞書の数が少ないので
引き比べができない

● 収録辞書が大幅増で引き比べも可能　
● 単語の意味も増えているのでより正確に訳す事ができる
● 専門用語をより幅広く調べる事ができる
● イワタUDフォント採用で、より読みやすさを重視！

こんなに情報量がちがう！
例えば　　　　　　　　　　　  　を調べてみると…opportunitycost

辞書
6冊ヒット

経済・経営用語辞典

日経ビジネス
経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍
するプロフェッショナル
が、現場で役に立つという
視点から収録用語を厳選。
経済学、経営、金融、会計、
法務の5分野にわたる最新
キーワード1,600語をわかり
やすく解説する。

200万語専門用語英和・和英大辞典

ビジネス英語スーパー辞典

リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス

オックスフォード新英英辞典

ジーニアス英和大辞典ジーニアス英和辞典第5版

収録数：約255,000語
書籍定価：本体16,500円＋税

約26cm

約18cm

収録数：約105,000語
書籍定価：本体3,500円＋税

約19cm

約13cm

ジーニアスの
英和辞典と英和大辞典で

違いを比較！！

ベーシック ジーニアス
英和辞典

オックスフォード
現代英英辞典（第9版）

オーレックス英和辞典
第2版

オーレックス和英辞典
新装版

ジーニアス
和英辞典 第3版

ジーニアス
英和辞典 第5版

ウィズダム英和辞典
第3版

ウィズダム和英辞典
第2版

英語

資格・就職

語数
約2.4倍
語数

約2.4倍

中辞典

中辞典

大辞典

AZ-G4700edu / XD-G4800

デジタル大辞泉 第二版
明鏡国語辞典 第二版
新漢語林 第二版
NHK 日本語発音アクセント辞典 新版
三省堂 反対語便覧 新装版
知っておきたい 日本語コロケーション辞典
現代カタカナ語辞典
大修館 全訳古語辞典
明鏡 ことわざ成句使い方辞典
大修館 四字熟語辞典
楷行草 筆順字典
リーダーズ英和辞典 第3版
リーダーズ・プラス
新英和大辞典 第六版
新和英大辞典 第五版
新編 英和活用大辞典
ジーニアス英和大辞典
ジーニアス英和辞典 第5版
ジーニアス和英辞典 第3版
大修館書店監修 英語類語辞典
オックスフォード新英英辞典 改訂2版
オックスフォード例文辞典
オックスフォード現代英英辞典 第9版
オックスフォード類語辞典 第2版
オックスフォード連語辞典
オックスフォード英英活用辞典

オックスフォードイディオム辞典
オックスフォード句動詞辞典
ロングマン現代英英辞典 6訂版
自然科学系英和大辞典 増補改訂新版
自然科学系和英大辞典 増補改訂版 第5版
理化学英和辞典
200万語専門用語 英和・和英大辞典
しゃべって身につく 英会話スキット・トレーニング
絶対『英語の耳』になる！
（基本30のルール/50のルール/実践トレーニング編）

キクタン英会話
（初級編・発展編・オフィス編・おもてなし編）
キクタン（Entry・Basic・Advanced・Super）改訂版 
キクタンリーディング（Entry・Basic・Advanced・Super）
キクジュク（Basic・Super）
キクタンビジネス（Basic・Advanced・Super）
NHKラジオ ラジオ英会話〈2018年版〉
NHKラジオ 入門ビジネス英語〈2017年版〉
NHKラジオ 実践ビジネス英語〈2017年版〉
『CNN ENGLISH EXPRESS』Worksheet〈30〉
毎日ウィークリー
発音トレーニング

ひとり歩きの会話集
（英/西/独/仏/伊/中/韓/タイ/露/葡/フィリピン
/トルコ/ベトナム/インドネシア/マレーシア/台湾）

Dr. PASSPORT（英/西/独/仏/伊/中/韓）

Trouble Passport（英/西/独/仏/伊/中/韓）
世界の料理・メニュー辞典（米・英・西・独・仏・伊編）
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE（500・600・800・990）
TOEIC®テスト公式問題集
TOEIC® L&Rテスト 至高の模試600問
TOEIC®テスト新形式問題やり込みドリル
TOEIC®テストスコアアップ 新形式問題付き
TOEIC®テストハイパー模試 5訂版 
新形式問題対応

TOEIC® LISTENING AND READING TEST 
15日で500点突破!リスニング攻略

TOEIC® LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破!リーディング攻略

全セクション対応 TOEFL®TEST
はじめての徹底攻略！ ―TOEFL®iBT対応―

TOEFL®TEST模擬試験&｢レクチャー問題｣
リスニング徹底練習300問
TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー
TOEFL®テスト英単語3800 4訂版
TOEFL®テスト英熟語700 4訂版
徹底例解 ロイヤル英文法 改訂新版
山川 日本史小辞典 新版
山川 世界史小辞典 改訂新版
岩波 理化学辞典 第5版
高校数学解法事典 第九版
旺文社 生物事典 五訂版

旺文社 物理事典
旺文社 化学事典
覚えておくべき 物理公式101 新装版
入試に出る化学反応式 まとめとポイント 改訂版
ゼロから始める英文法 高校レベル 改訂版
ゼロから始める英文法 中学レベル 改訂版
ゼロから始める英文法 ドリル500
論文・スピーチの英語表現（英語文型・文例辞典）
論文・スピーチの英語表現（聴く力、話す能力）
論文・スピーチの英語表現（続 聴く力、話す能力）
論文・スピーチの英語表現（スピーチに必要な慣用表現）
論文・スピーチの英語表現（式辞・挨拶の英語表現）
史上最強 SPI&テストセンター超実戦問題集
ダントツSPI 一問一答問題集
ダントツ一般常識+時事 一問一答問題集
日本大百科全書（ニッポニカ）
ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版
日本－その姿と心－ 第10版
和英：日本の文化・観光・歴史辞典 改訂版
すぐに使える 基本法律用語辞典
日本国憲法
常用漢字の難読辞典
日本語「語源」辞典
日本語○×辞典
敬語早わかり辞典
言葉の作法辞典

日本語知識辞典
続・日本語知識辞典
全国方言一覧辞典
手紙文例集
スピーチ文例集
日経ビジネス 経済･経営用語辞典
気配り美人のビジネスマナー･ハンドブック
経済・ビジネス基本用語4000語辞典
経営用語辞典 2006年新版
株式用語辞典 第9版
金融用語辞典 第2版
流通用語辞典
不動産用語辞典 第7版
会計用語辞典 2006年新版
広告用語辞典 第4版
ビジネスパーソンのための英語イディオム辞典
最新 ビジネス英語スーパー辞典
ビジネス便利事典
英文手紙用例辞典
日本文学2000作品
世界文学1000作品
クラシック名曲1000フレーズ

デジタル大辞泉 第二版
明鏡国語辞典 第二版
新漢語林 第二版
NHK 日本語発音アクセント辞典 新版
三省堂 反対語便覧 新装版
知っておきたい 日本語コロケーション辞典
現代カタカナ語辞典
大修館 全訳古語辞典
明鏡 ことわざ成句使い方辞典
大修館 四字熟語辞典
楷行草 筆順字典
リーダーズ英和辞典 第3版
リーダーズ・プラス
新英和大辞典 第六版
新和英大辞典 第五版
新編 英和活用大辞典
ジーニアス英和大辞典
ジーニアス英和辞典 第5版
ジーニアス和英辞典 第3版
大修館書店監修 英語類語辞典
オックスフォード新英英辞典 改訂2版
オックスフォード例文辞典
オックスフォード現代英英辞典 第9版
オックスフォード類語辞典 第2版
オックスフォード連語辞典
オックスフォード英英活用辞典

オックスフォードイディオム辞典
オックスフォード句動詞辞典
ロングマン現代英英辞典 6訂版
自然科学系英和大辞典 増補改訂新版
自然科学系和英大辞典 増補改訂版 第5版
理化学英和辞典
200万語専門用語 英和・和英大辞典
しゃべって身につく 英会話スキット・トレーニング
絶対『英語の耳』になる！
（基本30のルール/50のルール/実践トレーニング編）

キクタン英会話
（初級編・発展編・オフィス編・おもてなし編）
キクタン（Entry・Basic・Advanced・Super）改訂版 
キクタンリーディング（Entry・Basic・Advanced・Super）
キクジュク（Basic・Super）
キクタンビジネス（Basic・Advanced・Super）
NHKラジオ ラジオ英会話〈2018年版〉
NHKラジオ 入門ビジネス英語〈2017年版〉
NHKラジオ 実践ビジネス英語〈2017年版〉
『CNN ENGLISH EXPRESS』Worksheet〈30〉
毎日ウィークリー
発音トレーニング

ひとり歩きの会話集
（英/西/独/仏/伊/中/韓/タイ/露/葡/フィリピン
/トルコ/ベトナム/インドネシア/マレーシア/台湾）

Dr. PASSPORT（英/西/独/仏/伊/中/韓）

Trouble Passport（英/西/独/仏/伊/中/韓）
世界の料理・メニュー辞典（米・英・西・独・仏・伊編）
改訂版 キクタンTOEIC®TEST SCORE（500・600・800・990）
TOEIC®テスト公式問題集
TOEIC® L&Rテスト 至高の模試600問
TOEIC®テスト新形式問題やり込みドリル
TOEIC®テストスコアアップ 新形式問題付き
TOEIC®テストハイパー模試 5訂版 
新形式問題対応

TOEIC® LISTENING AND READING TEST 
15日で500点突破!リスニング攻略

TOEIC® LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破!リーディング攻略

全セクション対応 TOEFL®TEST
はじめての徹底攻略！ ―TOEFL®iBT対応―

TOEFL®TEST模擬試験&｢レクチャー問題｣
リスニング徹底練習300問
TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー
TOEFL®テスト英単語3800 4訂版
TOEFL®テスト英熟語700 4訂版
徹底例解 ロイヤル英文法 改訂新版
山川 日本史小辞典 新版
山川 世界史小辞典 改訂新版
岩波 理化学辞典 第5版
高校数学解法事典 第九版
旺文社 生物事典 五訂版

旺文社 物理事典
旺文社 化学事典
覚えておくべき 物理公式101 新装版
入試に出る化学反応式 まとめとポイント 改訂版
ゼロから始める英文法 高校レベル 改訂版
ゼロから始める英文法 中学レベル 改訂版
ゼロから始める英文法 ドリル500
論文・スピーチの英語表現（英語文型・文例辞典）
論文・スピーチの英語表現（聴く力、話す能力）
論文・スピーチの英語表現（続 聴く力、話す能力）
論文・スピーチの英語表現（スピーチに必要な慣用表現）
論文・スピーチの英語表現（式辞・挨拶の英語表現）
史上最強 SPI&テストセンター超実戦問題集
ダントツSPI 一問一答問題集
ダントツ一般常識+時事 一問一答問題集
日本大百科全書（ニッポニカ）
ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版
日本－その姿と心－ 第10版
和英：日本の文化・観光・歴史辞典 改訂版
すぐに使える 基本法律用語辞典
日本国憲法
常用漢字の難読辞典
日本語「語源」辞典
日本語○×辞典
敬語早わかり辞典
言葉の作法辞典

日本語知識辞典
続・日本語知識辞典
全国方言一覧辞典
手紙文例集
スピーチ文例集
日経ビジネス 経済･経営用語辞典
気配り美人のビジネスマナー･ハンドブック
経済・ビジネス基本用語4000語辞典
経営用語辞典 2006年新版
株式用語辞典 第9版
金融用語辞典 第2版
流通用語辞典
不動産用語辞典 第7版
会計用語辞典 2006年新版
広告用語辞典 第4版
ビジネスパーソンのための英語イディオム辞典
最新 ビジネス英語スーパー辞典
ビジネス便利事典
英文手紙用例辞典
日本文学2000作品
世界文学1000作品
クラシック名曲1000フレーズ
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■ 英語強化モデルのみ搭載コンテンツ　● 理系強化モデルのみ搭載コンテンツ

生
活

ダントツ
一般常識+時事
一問一答問題集

経済・ビジネス
基本用語
4000語辞典

SPI＆
テストセンター
超実戦問題集

ダントツSPI
一問一答
問題集

日経ビジネス
経済・経営
用語辞典

キクタンTOEIC® 
TEST SCORE 500/600/800/990

TOEFL®TEST
はじめての
徹底攻略

TOEFL®TEST
模試&レクチャー
問題300問

TOEFL®テスト
パーフェクト
ボキャブラリー

新TOEIC®テスト
ハイパー模試改訂版

新TOEIC®
テストスコアアップ

TOEIC®テスト
公式問題集

新形式問題対応編

TOEIC®テスト
新形式問題
やり込みドリル

TOEIC®15日で500点突破
リスニング攻略/リーディング攻略

新TOEIC®
テスト

スコアアップ

TOEFL®テスト
英単語3800
［4訂版］

TOEFL®テスト
英熟語700
［4訂版］

ここが違う！辞書11冊ヒット


