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株式会社マウスコンピューター

News Release

Wi-Fi 接続で 15 カ国語に対応
⾳声翻訳に特化した⼩型軽量の翻訳機を
8980 円にて販売開始

⾳声翻訳機「TL01」
※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社⻑︓⼩松永門、本社︓東京都中央区、以下マウスコンピュータ
ー）は、音声翻訳に特化し、15 カ国語に対応しながら、約 63g の⼩型軽量の翻訳機を 3 月 26 日（火）より、
8980 円にて販売いたします。
本製品は、ボタンを押して話しかけるだけのかんたん操作で翻訳した音声を再生する⼩型軽量の翻訳機です。翻訳
には、「Microsoft® Azure® Cognitive Services」のオンライン翻訳エンジンを使用し、常に最新の学習結果を再
生します。
初期ネットワーク接続時と、翻訳する言語の選択には、スマートフォン等に対応する専用アプリケーションを使用します
※1

。お手持ちのスマートフォン等のテザリング機能やモバイルルーター、Wi-Fi のアクセスポイントなどを利用でき※2、本体

専用の SIM 回線契約は必要ありません。また、アプリケーション上で翻訳履歴の確認が可能なだけでなく※3、正しく翻
訳が確認できることで、学習用途にも便利です。本体サイズは、約 幅38.6×奥⾏11×高さ100mm、重量約63g
で、最大約8時間の連続使用が可能です※4。
本製品価格は、8980円（税別／送料込）にて、マウスコンピューターWEB サイト、電話通販窓口、マウスコンピ
ューター各ダイレクトショップ、マウスコンピューター楽天市場店、マウスコンピューター製品取り扱い家電量販店、法人営
業窓口にて、順次販売開始いたします。
※1 iOS 8.0 以降、Android 5.1 以降に対応
※2 アクセスポイントの設定は、最大 10 件まで記憶し、以降は自動的に接続します。
※3 履歴件数︓無制限、保存期間︓3 ヵ月
※4 充電時間︓約 2 時間。約 30 分間操作がなかった場合、自動的に電源が切れる仕様となります。

音声翻訳機「TL01」︓https://www.mouse-jp.co.jp/other/tl01/
mouse ホームページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/

■製品特⻑
■ボタンを押して話しかけるだけのかんたん⾳声翻訳
本製品は、ボタンを押して話しかけるだけのかんたん操作で翻訳した音声を再生します。下図のように 2 つの「音声
認識ボタン」を押し分けることで双方向に翻訳が可能です。
また、本体の中央の「言語切り替えボタン」を押すだけで、日本語からの翻訳言語を英語・中国語・フランス語・韓国
語へと切り替えが可能です。
その他の言語でご利用いただきたい場合は、スマートフォン等に対応する専用アプリケーションから詳細な設定を⾏う
ことができます※1。スマートフォン等の画⾯上で翻訳履歴を確認できるため※2、聞き取りにくい環境、発音による聞き違
いや会話のすれ違いも防ぎます。本体の「音声認識ボタン」を⼀度押すことで、繰り返して音声を再生することもできま
す。
※1 iOS 8.0 以降、Android 5.1 以降に対応
※2 履歴件数︓無制限、保存期間︓3 ヵ月

■⼩型軽量でシンプルな専⽤端末ならではの利便性
本製品は、約 63g の軽量さと、⽚手サイズの⼩型デザイン※1 でポケットに入れて持ち運びができます。ボタンを押し
て話しかけるだけのかんたん操作でわかりやすく、店舗などで接客する際に、スキルの異なる複数のスタッフで利用する共
有端末として導入する用途にも適しています。
また、バッテリーは、最大約 8 時間の⻑時間駆動が可能です。※2 電源の切り忘れを防⽌するため、約 30 分間操
作がなかった場合には、自動的に電源が切れる仕様です。
※1 本体サイズ 約 幅︓38.6×奥⾏︓11×高さ︓100mm
※2 充電時間︓約 2 時間

■進化するオンライン翻訳エンジンで、15 カ国語の言語対応
本製品は、「Microsoft® Azure® Cognitive Services」の オンライン翻訳エンジンを使用しており、15 カ国語に
対応した常に最新の翻訳結果が得られる音声翻訳機です。
インターネットを経由した AI 翻訳エンジンが世界中の膨大な翻訳結果から常に学習を⾏うため、ネットワークを経由
しない本体内蔵型翻訳エンジンと違い、購入後も翻訳精度は進化し、常に最新の翻訳結果を得られます。

■専⽤アプリケーションで設定もかんたん
本製品は、お手持ちのスマートフォン等のテザリング機能やモバイルルーター、Wi-Fi のアクセスポイントなどを利用し、
スマートフォン等に対応する専用のアプリケーションを使用することで 15 カ国語の中からお好きな言語を選択できます。
アプリケーション※1 は、iOS 8.0 以降・Android 5.1 以降に対応しており、幅広いスマートフォン等で利用できます。
商談や海外旅⾏など外出先では、お手持ちのスマートフォン等と回線を共有することで新たな通信費用の負担が無く、
気軽に利用できます。
また、Wi-Fi のアクセスポイントの設置がある商業施設や観光施設に設置することで、近年のインバウンド需要対策
として活用できます。⼀度アクセスポイントに接続すると、その後は自動で接続され、スムーズな使用が可能です。
※1 iOS版のアプリケーションはApple Storeから、Android版のアプリケーションはGoogle Playからそれぞれインストールが可能です。

■24 時間 365 ⽇無償電話サポートと 1 年間の無償修理保証対応
24 時間 365 日の無償電話サポートサービスと 1 年間の無償修理保証に対応しており、購入後も安心してお使い
いただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に
合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。

■各部名称

■製品仕様
製品型番

TL01

JAN

4948570549917
Android

対応 OS※1

iOS

Android 5.1 以降
iOS 8.0 以降

無線 LAN※2

IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz 帯）

翻訳エンジン

Microsoft® Azure® Cognitive Services※3
15 言語 (英語、中国語、日本語、韓国語、タイ語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア

対応言語※4

語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、フィンランド語、スウェーデン語)

マイク

内蔵

スピーカー

内蔵

サウンド

ヘッドホン出⼒ (ミニジャック メス/底⾯×1)

ストラップホルダー

1 (右側⾯×1)

電源

内蔵リチウムポリマーバッテリー（3.8V 900mAh 3.42Wh）

充電端子

※5

バッテリー動作時間

microUSB 端子（DC5V 1A）
※6

約 8 時間

充電時間

約 2 時間

本体寸法（幅×奥⾏×高さ）

約 38.6 × 11 × 100mm

重量

約 63g

付属品

USB ケーブル、クイックスタートガイド

使用環境

温度 10〜35℃、湿度 8〜80%

保証期間

24 時間 × 365 日電話サポート・1 年間無償修理保証

販売価格（税別／送料込）

8980 円

※1 初回の通信設定や⼀部の機能をご利用の際には、対応 OS の入ったスマートフォンまたはタブレット等が必要となります。
Google Play は、Google LLC の商標です。
App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
※2 本製品は、無線 LAN によりインターネットへの接続が必要になります。オフラインの環境ではご利用いただけません。
Wi-Fi 環境としてスマートフォン等をご利用の場合は、テザリング（インターネット共有）機能を使用ください。
本製品の翻訳、アプリケーションのダウンロードなどに使用するインターネット回線、通信料やオプションプラン等は、お客様のご負担となります。あらかじめ
ご了承願います。
無線通信の感度は、周辺の電波環境、障害物などにより影響を受ける場合がございます。また、Wi-Fi の周波数帯や規格が異なるアクセスポイントの
場合は、接続が⾏えません。
海外で使用の際は、各国の法令を遵守してご利用ください。
※3 翻訳結果は、最新の学習内容で変わる可能性があります。
Microsoft® Azure® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※4 本体のみで利用する場合の対応言語は日本語と英語、中国語、フランス語、韓国語の組み合わせとなり、スマートフォン等に対応する専用アプリケー
ションにより 15 カ国語から自由に組み合わせが可能となります。
※5 充電には、USB の Type-A 端子に対応した充電器をご用意いただき、付属の USB ケーブルをご使用ください。
※6 約 30 分間操作がなかった場合には自動的に電源が切れる仕様です。

