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・「はじめてみよう超漢字（仮題）」（近刊予定）
・「はじめてみようBTRON」、BTRON仕様OS:B-
right/V R1.1の体験版CD-ROM付属、PMC研究所、
2000円

・「マイクロスクリプト入門」、監修坂村健、2500円
・「BTRONマイクロスクリプト」、監修坂村健、2800円
・「BTRONへの招待」、監修坂村健、本体価格389円
・「TRONWARE Vol.1～67」（隔月刊のTRON情報誌、
以下続刊）以上、パーソナルメディア刊

・「コンピュータいま何がなぜ？」、坂村 健、読売新
聞社、1359円

・「痛快！コンピュータ学」、坂村 健、集英社インタ
ーナショナル、1700円

・「新撰漢字総覧」、監修山口明穗、小学館（GT書体
フォントのコードブック）、25000円

・ トロンプロジェクトのホームページ
http://www.tron.org/

・「GT書体フォント」のプロジェクト紹介ページ
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/GT/index.html

・ @nifty（旧NIFTY SERVE）
パーソナルメディアステーション（GO SPMC）
トロン・ファン・フォーラム（GO FTRON）

・ BTRON Clubのページ
http://www.btron-club.org/

書籍の表示価格は本体価格です。

お求めは信用と実績のある当店で

オペレーティングシステム本体
・BTRON3仕様準拠OS「B-right/V R3」
・VJE-Delta Ver 2.5による連文節かな漢字変換
・世界文字入力機能による多言語の文字入力

アプリケーション
・基本文章編集（ワープロソフト）
・基本図形編集（図形編集ソフト）
・基本印刷
・基本通信（通信ソフトウェア）
・基本メール（メールソフト）（*1）（*2）

・基本ブラウザ（インターネットのウェブ閲覧用ソ
フト）（*1）（*3）

・基本表計算（表計算ソフト）
・マイクロカード（カード型データベース）
・マイクロスクリプト（ビジュアル言語）
・文字検索ユーティリティ
エレメント（部首）による漢字検索機能、関連字
や異体字の検索機能。

・他OSとのファイル変換用ユーティリティ
フロッピーディスク、ハードディスク、ATAカー
ド上のWindows（MS-DOS）ファイルとの相互変
換機能、ISO 9660形式のCD-ROMを読む機能。
テキストファイル、BMP形式画像ファイルなど
の相互変換可能。

・小物ソフトウェア群
電子マニュアル、電子手帳ソフト、システム環境
設定、ユーザ環境設定、ネットワーク設定、ダイ
ヤルアップ接続（*4）、ファイル転送（ftp）、電卓、
時計、画面印刷、ユーザ辞書、印刷管理、FD複
製、ディスク修復、トレー、バックアップ、郵便
番号辞書。

・その他
書庫管理（複数のファイルを圧縮・解凍するアー
カイバ）、文章検索、画像アルバム（デジタルカ
メラのデータを整理可能）、μPIMなど、便利な
フリーソフトウェアを添付。

（*1）フリーソフトとして添付。
（*2）基本メールには多漢字・多言語の通信機能は含まれてお

りません。
（*3）テキスト形式TRONコードで表現された多漢字、多言語

に対応。
（*4）接続可能なプロバイダに関しては、当社ホームページな

どをご確認ください。

添付されるソフトウェア

文字種および規格名 文字数 書体数（*1）

JIS第1・第2水準（JIS X 0208） 6,879 4種
JIS第3・第4水準（JIS X 0213） 4,344 1種
JIS補助漢字（JIS X 0212） 6,067 2種
韓国漢字・ハングル（KS X 1001） 8,224 6種
中国簡体字（GB 2312） 7,445 4種
中国伝統字（CNS 11643） 13,735 2種
六点点字および八点点字 320 1種
iモード絵文字 166 1種
GT書体フォント 66,756 1種
大漢和辞典収録文字 51,053 1種
Unicode（*2）Ver.2.0の収録文字
ラテン文字 778 2種
アラビア文字（*3） 927 1種
その他の各国文字（*4） 1,837 1種
IPA発音記号 89 2種
記号・マーク、他 2,880 2種

合計 171,500

（*1）すべてアウトラインフォントを搭載しています。なお、
書体数が1種の場合は明朝または細明朝が、書体数が2種
以上の場合は明朝とゴシックが含まれます。

（*2）UnicodeTM Standard, Unicode Inc.
（*3）アラビア語やヘブライ語など、特殊な書記方向の言語に

は対応しておりません。文字単位でのご利用になります。
（*4）ギリシャ、キリル、アルメニア、デヴァナガリ、ベンガ

ル、グルムキー、グジャラティ、オリヤ、タミール、テ
ルグ、カンナダ、マラヤーラム、タイ、ラオス、チベッ
ト、グルジア。ただし、一部の表示形を除きます。

扱える文字の内訳

超漢字3は以下の条件を満たすPC /AT互換機
（DOS/Vパソコン）で動作します。（*1）

・Intel Pentiumプロセッサ（486DXおよび互換CPU
を含む）
・最低16MB、推奨32MB以上のメインメモリ
・IDEタイプのハードディスクドライブ（*2）

・300MB以上のハードディスク空き区画（*3）

・登録（インストール）用のCD-ROMまたはフロッ
ピーディスクドライブ（*4）

・日本語または英語キーボード
・マウス等のポインティングデバイス（*4）

・640×480ドット16色VGA仕様以上のグラフィッ
ク機能

（*1）Windowsの動作している大部分のパソコンが該当します。
NEC PC98シリーズの場合は、PC98-NXシリーズにのみ
対応しています。最新の動作機種情報については、当社
営業部へお問い合わせいただくか、当社のホームページ
等をご覧ください。

（*2）SCSI接続や特殊IDEアダプタ接続のハードディスクにつ
いては、超漢字では対応しておりません。

（*3）多漢字／多書体の機能を利用しない場合は、より少ない
空き容量でも動作可能です。

（*4）詳細条件については、「対応周辺機器」および「超漢字3
の登録（インストール）方法」をご覧ください。

＜注意事項：超漢字3＞
・レジューム機能は保証していません。
・「System Selector」の動作条件は、別覧をご参照ください。

超漢字3の動作条件 対応周辺機器

・グラフィック（*1）

解像度：640×480、800×600、1024×768
1280×1024、1600×1200

色数：16色、256色、65536色、1677万色

・ドライブ装置
3.5インチ1.44MBフロッピーディスクドライブ
（USB接続を含む）、USBまたはATAPI（IDE）接
続のCD-ROMドライブ（*2）、ATAPI接続のMOドラ
イブ、Zipドライブ、PocketZip PCカード（*3）

・ポインティングデバイスとキーボード
マウス、キーボード（USB接続を含む）、
WACOM FAVO/ArtPadシリーズ（*3）

・PCカード（*4）

フラッシュATAカード、モデムカード、シリアルカ
ード、LANカードなどのATAカードを、データ交換
やバックアップ用のメディアとして利用できます。

・LANアダプタ
NE2000互換のボードおよびPCカード、Intel
EtherExpressPRO/10+、3Com EtherLinkシリー
ズ（*3）など

・プリンタ
キヤノンBJ/LBPシリーズ（*3）、EPSON PMシリー
ズ（*3）、HP DeskJet 955C、970Cxiなどに対応。
パラレル（プリンタ）ポート 、シリアルポート、
LAN（lpdpプロトコル）経由で接続可能です。
USB接続のプリンタの一部も使用可能です。

・USB接続機器
キーボード、マウス、フロッピーディスクドライ
ブ、CD-ROM、プリンタに対応しています。

（*1）内蔵ビデオカードのVESA BIOSやVRAM、CRTディスプ
レイの対応周波数による制約のため、利用できない解像
度や色数もあります。また、Intel 810系チップセットを搭
載したパソコンの場合には、最大で1024×768（256色）
の解像度に制限されます。

（*2）PCカード接続のドライブに関してはPanasonicのKXL-
830AN-S、KXL-808ANまたはAN-Sが、USB接続のドライ
ブに関してはKXL-840ANが利用できます。

（*3）シリーズ内のすべての機種での動作確認はとれておりま
せん。また、機種によっては、機能の一部が利用できな
い場合もあります。当社のホームページなどでご確認く
ださい。

（*4）一部には動作しないPCカードや組み合わせがあります。
また、マルチファンクションPCカード（コンビネーショ
ンPCカード）は使用できません。

＜注意事項＞
・内蔵モデム、内蔵LANアダプタなどは利用できない場合があり
ます。特に、Windows専用の内蔵モデムは利用できません。
・SCSIおよびIEEE1394接続の周辺機器には対応しておりません。
・上記の周辺機器には利用できない組み合わせも存在します。詳
細は超漢字のホームページをご覧下さい。

・超漢字3は、MS-DOSやWindowsの上で動作する
ソフトウェアではなく、専用のオペレーティング
システム（OS）を含んでいます。超漢字3を利用
するには、ハードディスクの中の1つの区画（パ
ーティション）を超漢字3専用として使用します。
本製品に添付されている「System Selector」を
利用することにより、Windowsパソコンの中に超
漢字3用の区画を作成できます（Windows2000等
NTFS形式の場合を除く）。
・超漢字3用以外のハードディスク区画にMS-DOS
やWindowsが組み込まれていれば、超漢字3と切
り替えて起動できます。また、超漢字3のファイ
ル変換用ユーティリティにより、Windows区画内
のファイルを超漢字3側からアクセスできます。

〒142-0051 東京都品川区平塚1-7-7 MYビル
TEL 03-5702-7858／FAX 03-5702-7857
E-mail: sales@personal-media.co.jp
http://www.personal-media.co.jp/
■TRONは“The Real-time Operating system Nucleus”の略称です。■BTRONは“Business TRON”の略称です。
■ITRONは“Industrial TRON”の略称です。
■BTRONおよびITRONとは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品を指すものではありません。
■B-rightはパーソナルメディア株式会社の登録商標です。■超漢字はパーソナルメディア株式会社の商標です。
■VJEは株式会社バックスの商標です。■その他の商品名等は各社の商標または登録商標です。
■機能向上や品質改良などのため、本カタログに記載された内容は、予告なく変更される場合があります PM139-P11-01.0102

・ATAPI（IDE）タイプのCD-ROMドライブの場合
CD-ROMから起動できるパソコンの場合は、CD-
ROMから直接登録できます。
・SCSI接続などのCD-ROMドライブの場合
Windowsのハードディスク区画に空き領域があれ
ば、超漢字3のOS全体をいったんWindows区画に
コピーし、超漢字3の起動用フロッピーディスクか
らパソコンを起動する方法により登録できます。
・CD-ROMドライブが利用できない場合
他のWindowsパソコンを使ってCD-ROMから登録
用のフロッピーディスクを作成し、それを用いて
超漢字3を登録できます。

超漢字3の登録（インストール）方法

・ソフトウェア本体
CD-ROM、起動用FD、System Selectorの実行用
FD 各1枚
・マニュアル類とビデオ
「超漢字3 お使いになるまえに」
「超漢字入門」
「超漢字基本メール」
「超漢字クイックレファレンス」
「ビデオ版超漢字3お使いになるまえに」（VHSビデオ）
「超漢字3 バージョンアップガイド」

主な梱包内容

参考図書・関連情報

講習会・システム商品

ご　注　意

パーソナルメディアでは、「超漢字3」の講習会を随
時開催しております。また、「超漢字3」をインスト
ールしたシステム商品（パソコン）も販売しており
ます。詳しくは、当社ホームページをご覧いただく
か、営業部までお問い合せください。

【解説ビデオ付き】
超漢字3には、インストール方法の解説ビデオ
を添付。System Selectorを使ったパーティ
ションの作成や、超漢字3のインストールの手
順をやさしく解説しています。

超漢字開発環境無料公開中!
当社あるいは超漢字のホームページをご覧ください。

動作機種や対応周辺機器の最新情報については、当社営業部へお問い
合せいただくか、超漢字のホームページ
http://www.chokanji.com/ をご覧ください。
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・「はじめてみよう超漢字（仮題）」（近刊予定）
・「はじめてみようBTRON」、BTRON仕様OS:B-
right/V R1.1の体験版CD-ROM付属、PMC研究所、
2000円

・「マイクロスクリプト入門」、監修坂村健、2500円
・「BTRONマイクロスクリプト」、監修坂村健、2800円
・「BTRONへの招待」、監修坂村健、本体価格389円
・「TRONWARE Vol.1～67」（隔月刊のTRON情報誌、
以下続刊）以上、パーソナルメディア刊

・「コンピュータいま何がなぜ？」、坂村 健、読売新
聞社、1359円

・「痛快！コンピュータ学」、坂村 健、集英社インタ
ーナショナル、1700円

・「新撰漢字総覧」、監修山口明穗、小学館（GT書体
フォントのコードブック）、25000円

・ トロンプロジェクトのホームページ
http://www.tron.org/

・「GT書体フォント」のプロジェクト紹介ページ
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/GT/index.html

・ @nifty（旧NIFTY SERVE）
パーソナルメディアステーション（GO SPMC）
トロン・ファン・フォーラム（GO FTRON）

・ BTRON Clubのページ
http://www.btron-club.org/

書籍の表示価格は本体価格です。

お求めは信用と実績のある当店で

オペレーティングシステム本体
・BTRON3仕様準拠OS「B-right/V R3」
・VJE-Delta Ver 2.5による連文節かな漢字変換
・世界文字入力機能による多言語の文字入力

アプリケーション
・基本文章編集（ワープロソフト）
・基本図形編集（図形編集ソフト）
・基本印刷
・基本通信（通信ソフトウェア）
・基本メール（メールソフト）（*1）（*2）

・基本ブラウザ（インターネットのウェブ閲覧用ソ
フト）（*1）（*3）

・基本表計算（表計算ソフト）
・マイクロカード（カード型データベース）
・マイクロスクリプト（ビジュアル言語）
・文字検索ユーティリティ
エレメント（部首）による漢字検索機能、関連字
や異体字の検索機能。

・他OSとのファイル変換用ユーティリティ
フロッピーディスク、ハードディスク、ATAカー
ド上のWindows（MS-DOS）ファイルとの相互変
換機能、ISO 9660形式のCD-ROMを読む機能。
テキストファイル、BMP形式画像ファイルなど
の相互変換可能。

・小物ソフトウェア群
電子マニュアル、電子手帳ソフト、システム環境
設定、ユーザ環境設定、ネットワーク設定、ダイ
ヤルアップ接続（*4）、ファイル転送（ftp）、電卓、
時計、画面印刷、ユーザ辞書、印刷管理、FD複
製、ディスク修復、トレー、バックアップ、郵便
番号辞書。

・その他
書庫管理（複数のファイルを圧縮・解凍するアー
カイバ）、文章検索、画像アルバム（デジタルカ
メラのデータを整理可能）、μPIMなど、便利な
フリーソフトウェアを添付。

（*1）フリーソフトとして添付。
（*2）基本メールには多漢字・多言語の通信機能は含まれてお

りません。
（*3）テキスト形式TRONコードで表現された多漢字、多言語

に対応。
（*4）接続可能なプロバイダに関しては、当社ホームページな

どをご確認ください。

添付されるソフトウェア

文字種および規格名 文字数 書体数（*1）

JIS第1・第2水準（JIS X 0208） 6,879 4種
JIS第3・第4水準（JIS X 0213） 4,344 1種
JIS補助漢字（JIS X 0212） 6,067 2種
韓国漢字・ハングル（KS X 1001） 8,224 6種
中国簡体字（GB 2312） 7,445 4種
中国伝統字（CNS 11643） 13,735 2種
六点点字および八点点字 320 1種
iモード絵文字 166 1種
GT書体フォント 66,756 1種
大漢和辞典収録文字 51,053 1種
Unicode（*2）Ver.2.0の収録文字
ラテン文字 778 2種
アラビア文字（*3） 927 1種
その他の各国文字（*4） 1,837 1種
IPA発音記号 89 2種
記号・マーク、他 2,880 2種

合計 171,500

（*1）すべてアウトラインフォントを搭載しています。なお、
書体数が1種の場合は明朝または細明朝が、書体数が2種
以上の場合は明朝とゴシックが含まれます。

（*2）UnicodeTM Standard, Unicode Inc.
（*3）アラビア語やヘブライ語など、特殊な書記方向の言語に

は対応しておりません。文字単位でのご利用になります。
（*4）ギリシャ、キリル、アルメニア、デヴァナガリ、ベンガ

ル、グルムキー、グジャラティ、オリヤ、タミール、テ
ルグ、カンナダ、マラヤーラム、タイ、ラオス、チベッ
ト、グルジア。ただし、一部の表示形を除きます。

扱える文字の内訳

超漢字3は以下の条件を満たすPC /AT互換機
（DOS/Vパソコン）で動作します。（*1）

・Intel Pentiumプロセッサ（486DXおよび互換CPU
を含む）
・最低16MB、推奨32MB以上のメインメモリ
・IDEタイプのハードディスクドライブ（*2）

・300MB以上のハードディスク空き区画（*3）

・登録（インストール）用のCD-ROMまたはフロッ
ピーディスクドライブ（*4）

・日本語または英語キーボード
・マウス等のポインティングデバイス（*4）

・640×480ドット16色VGA仕様以上のグラフィッ
ク機能

（*1）Windowsの動作している大部分のパソコンが該当します。
NEC PC98シリーズの場合は、PC98-NXシリーズにのみ
対応しています。最新の動作機種情報については、当社
営業部へお問い合わせいただくか、当社のホームページ
等をご覧ください。

（*2）SCSI接続や特殊IDEアダプタ接続のハードディスクにつ
いては、超漢字では対応しておりません。

（*3）多漢字／多書体の機能を利用しない場合は、より少ない
空き容量でも動作可能です。

（*4）詳細条件については、「対応周辺機器」および「超漢字3
の登録（インストール）方法」をご覧ください。

＜注意事項：超漢字3＞
・レジューム機能は保証していません。
・「System Selector」の動作条件は、別覧をご参照ください。

超漢字3の動作条件 対応周辺機器

・グラフィック（*1）

解像度：640×480、800×600、1024×768
1280×1024、1600×1200

色数：16色、256色、65536色、1677万色

・ドライブ装置
3.5インチ1.44MBフロッピーディスクドライブ
（USB接続を含む）、USBまたはATAPI（IDE）接
続のCD-ROMドライブ（*2）、ATAPI接続のMOドラ
イブ、Zipドライブ、PocketZip PCカード（*3）

・ポインティングデバイスとキーボード
マウス、キーボード（USB接続を含む）、
WACOM FAVO/ArtPadシリーズ（*3）

・PCカード（*4）

フラッシュATAカード、モデムカード、シリアルカ
ード、LANカードなどのATAカードを、データ交換
やバックアップ用のメディアとして利用できます。

・LANアダプタ
NE2000互換のボードおよびPCカード、Intel
EtherExpressPRO/10+、3Com EtherLinkシリー
ズ（*3）など

・プリンタ
キヤノンBJ/LBPシリーズ（*3）、EPSON PMシリー
ズ（*3）、HP DeskJet 955C、970Cxiなどに対応。
パラレル（プリンタ）ポート 、シリアルポート、
LAN（lpdpプロトコル）経由で接続可能です。
USB接続のプリンタの一部も使用可能です。

・USB接続機器
キーボード、マウス、フロッピーディスクドライ
ブ、CD-ROM、プリンタに対応しています。

（*1）内蔵ビデオカードのVESA BIOSやVRAM、CRTディスプ
レイの対応周波数による制約のため、利用できない解像
度や色数もあります。また、Intel 810系チップセットを搭
載したパソコンの場合には、最大で1024×768（256色）
の解像度に制限されます。

（*2）PCカード接続のドライブに関してはPanasonicのKXL-
830AN-S、KXL-808ANまたはAN-Sが、USB接続のドライ
ブに関してはKXL-840ANが利用できます。

（*3）シリーズ内のすべての機種での動作確認はとれておりま
せん。また、機種によっては、機能の一部が利用できな
い場合もあります。当社のホームページなどでご確認く
ださい。

（*4）一部には動作しないPCカードや組み合わせがあります。
また、マルチファンクションPCカード（コンビネーショ
ンPCカード）は使用できません。

＜注意事項＞
・内蔵モデム、内蔵LANアダプタなどは利用できない場合があり
ます。特に、Windows専用の内蔵モデムは利用できません。
・SCSIおよびIEEE1394接続の周辺機器には対応しておりません。
・上記の周辺機器には利用できない組み合わせも存在します。詳
細は超漢字のホームページをご覧下さい。

・超漢字3は、MS-DOSやWindowsの上で動作する
ソフトウェアではなく、専用のオペレーティング
システム（OS）を含んでいます。超漢字3を利用
するには、ハードディスクの中の1つの区画（パ
ーティション）を超漢字3専用として使用します。
本製品に添付されている「System Selector」を
利用することにより、Windowsパソコンの中に超
漢字3用の区画を作成できます（Windows2000等
NTFS形式の場合を除く）。
・超漢字3用以外のハードディスク区画にMS-DOS
やWindowsが組み込まれていれば、超漢字3と切
り替えて起動できます。また、超漢字3のファイ
ル変換用ユーティリティにより、Windows区画内
のファイルを超漢字3側からアクセスできます。

〒142-0051 東京都品川区平塚1-7-7 MYビル
TEL 03-5702-7858／FAX 03-5702-7857
E-mail: sales@personal-media.co.jp
http://www.personal-media.co.jp/
■TRONは“The Real-time Operating system Nucleus”の略称です。■BTRONは“Business TRON”の略称です。
■ITRONは“Industrial TRON”の略称です。
■BTRONおよびITRONとは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品を指すものではありません。
■B-rightはパーソナルメディア株式会社の登録商標です。■超漢字はパーソナルメディア株式会社の商標です。
■VJEは株式会社バックスの商標です。■その他の商品名等は各社の商標または登録商標です。
■機能向上や品質改良などのため、本カタログに記載された内容は、予告なく変更される場合があります PM139-P11-01.0102

・ATAPI（IDE）タイプのCD-ROMドライブの場合
CD-ROMから起動できるパソコンの場合は、CD-
ROMから直接登録できます。
・SCSI接続などのCD-ROMドライブの場合
Windowsのハードディスク区画に空き領域があれ
ば、超漢字3のOS全体をいったんWindows区画に
コピーし、超漢字3の起動用フロッピーディスクか
らパソコンを起動する方法により登録できます。
・CD-ROMドライブが利用できない場合
他のWindowsパソコンを使ってCD-ROMから登録
用のフロッピーディスクを作成し、それを用いて
超漢字3を登録できます。

超漢字3の登録（インストール）方法

・ソフトウェア本体
CD-ROM、起動用FD、System Selectorの実行用
FD 各1枚
・マニュアル類とビデオ
「超漢字3 お使いになるまえに」
「超漢字入門」
「超漢字基本メール」
「超漢字クイックレファレンス」
「ビデオ版超漢字3お使いになるまえに」（VHSビデオ）
「超漢字3 バージョンアップガイド」

主な梱包内容

参考図書・関連情報

講習会・システム商品

ご　注　意

パーソナルメディアでは、「超漢字3」の講習会を随
時開催しております。また、「超漢字3」をインスト
ールしたシステム商品（パソコン）も販売しており
ます。詳しくは、当社ホームページをご覧いただく
か、営業部までお問い合せください。

【解説ビデオ付き】
超漢字3には、インストール方法の解説ビデオ
を添付。System Selectorを使ったパーティ
ションの作成や、超漢字3のインストールの手
順をやさしく解説しています。

超漢字開発環境無料公開中!
当社あるいは超漢字のホームページをご覧ください。

動作機種や対応周辺機器の最新情報については、当社営業部へお問い
合せいただくか、超漢字のホームページ
http://www.chokanji.com/ をご覧ください。
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・「はじめてみよう超漢字（仮題）」（近刊予定）
・「はじめてみようBTRON」、BTRON仕様OS:B-
right/V R1.1の体験版CD-ROM付属、PMC研究所、
2000円

・「マイクロスクリプト入門」、監修坂村健、2500円
・「BTRONマイクロスクリプト」、監修坂村健、2800円
・「BTRONへの招待」、監修坂村健、本体価格389円
・「TRONWARE Vol.1～67」（隔月刊のTRON情報誌、
以下続刊）以上、パーソナルメディア刊

・「コンピュータいま何がなぜ？」、坂村 健、読売新
聞社、1359円

・「痛快！コンピュータ学」、坂村 健、集英社インタ
ーナショナル、1700円

・「新撰漢字総覧」、監修山口明穗、小学館（GT書体
フォントのコードブック）、25000円

・ トロンプロジェクトのホームページ
http://www.tron.org/

・「GT書体フォント」のプロジェクト紹介ページ
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/GT/index.html

・ @nifty（旧NIFTY SERVE）
パーソナルメディアステーション（GO SPMC）
トロン・ファン・フォーラム（GO FTRON）

・ BTRON Clubのページ
http://www.btron-club.org/

書籍の表示価格は本体価格です。

お求めは信用と実績のある当店で

オペレーティングシステム本体
・BTRON3仕様準拠OS「B-right/V R3」
・VJE-Delta Ver 2.5による連文節かな漢字変換
・世界文字入力機能による多言語の文字入力

アプリケーション
・基本文章編集（ワープロソフト）
・基本図形編集（図形編集ソフト）
・基本印刷
・基本通信（通信ソフトウェア）
・基本メール（メールソフト）（*1）（*2）

・基本ブラウザ（インターネットのウェブ閲覧用ソ
フト）（*1）（*3）

・基本表計算（表計算ソフト）
・マイクロカード（カード型データベース）
・マイクロスクリプト（ビジュアル言語）
・文字検索ユーティリティ
エレメント（部首）による漢字検索機能、関連字
や異体字の検索機能。

・他OSとのファイル変換用ユーティリティ
フロッピーディスク、ハードディスク、ATAカー
ド上のWindows（MS-DOS）ファイルとの相互変
換機能、ISO 9660形式のCD-ROMを読む機能。
テキストファイル、BMP形式画像ファイルなど
の相互変換可能。

・小物ソフトウェア群
電子マニュアル、電子手帳ソフト、システム環境
設定、ユーザ環境設定、ネットワーク設定、ダイ
ヤルアップ接続（*4）、ファイル転送（ftp）、電卓、
時計、画面印刷、ユーザ辞書、印刷管理、FD複
製、ディスク修復、トレー、バックアップ、郵便
番号辞書。

・その他
書庫管理（複数のファイルを圧縮・解凍するアー
カイバ）、文章検索、画像アルバム（デジタルカ
メラのデータを整理可能）、μPIMなど、便利な
フリーソフトウェアを添付。

（*1）フリーソフトとして添付。
（*2）基本メールには多漢字・多言語の通信機能は含まれてお

りません。
（*3）テキスト形式TRONコードで表現された多漢字、多言語

に対応。
（*4）接続可能なプロバイダに関しては、当社ホームページな

どをご確認ください。

添付されるソフトウェア

文字種および規格名 文字数 書体数（*1）

JIS第1・第2水準（JIS X 0208） 6,879 4種
JIS第3・第4水準（JIS X 0213） 4,344 1種
JIS補助漢字（JIS X 0212） 6,067 2種
韓国漢字・ハングル（KS X 1001） 8,224 6種
中国簡体字（GB 2312） 7,445 4種
中国伝統字（CNS 11643） 13,735 2種
六点点字および八点点字 320 1種
iモード絵文字 166 1種
GT書体フォント 66,756 1種
大漢和辞典収録文字 51,053 1種
Unicode（*2）Ver.2.0の収録文字
ラテン文字 778 2種
アラビア文字（*3） 927 1種
その他の各国文字（*4） 1,837 1種
IPA発音記号 89 2種
記号・マーク、他 2,880 2種

合計 171,500

（*1）すべてアウトラインフォントを搭載しています。なお、
書体数が1種の場合は明朝または細明朝が、書体数が2種
以上の場合は明朝とゴシックが含まれます。

（*2）UnicodeTM Standard, Unicode Inc.
（*3）アラビア語やヘブライ語など、特殊な書記方向の言語に

は対応しておりません。文字単位でのご利用になります。
（*4）ギリシャ、キリル、アルメニア、デヴァナガリ、ベンガ

ル、グルムキー、グジャラティ、オリヤ、タミール、テ
ルグ、カンナダ、マラヤーラム、タイ、ラオス、チベッ
ト、グルジア。ただし、一部の表示形を除きます。

扱える文字の内訳

超漢字3は以下の条件を満たすPC /AT互換機
（DOS/Vパソコン）で動作します。（*1）

・Intel Pentiumプロセッサ（486DXおよび互換CPU
を含む）
・最低16MB、推奨32MB以上のメインメモリ
・IDEタイプのハードディスクドライブ（*2）

・300MB以上のハードディスク空き区画（*3）

・登録（インストール）用のCD-ROMまたはフロッ
ピーディスクドライブ（*4）

・日本語または英語キーボード
・マウス等のポインティングデバイス（*4）

・640×480ドット16色VGA仕様以上のグラフィッ
ク機能

（*1）Windowsの動作している大部分のパソコンが該当します。
NEC PC98シリーズの場合は、PC98-NXシリーズにのみ
対応しています。最新の動作機種情報については、当社
営業部へお問い合わせいただくか、当社のホームページ
等をご覧ください。

（*2）SCSI接続や特殊IDEアダプタ接続のハードディスクにつ
いては、超漢字では対応しておりません。

（*3）多漢字／多書体の機能を利用しない場合は、より少ない
空き容量でも動作可能です。

（*4）詳細条件については、「対応周辺機器」および「超漢字3
の登録（インストール）方法」をご覧ください。

＜注意事項：超漢字3＞
・レジューム機能は保証していません。
・「System Selector」の動作条件は、別覧をご参照ください。

超漢字3の動作条件 対応周辺機器

・グラフィック（*1）

解像度：640×480、800×600、1024×768
1280×1024、1600×1200

色数：16色、256色、65536色、1677万色

・ドライブ装置
3.5インチ1.44MBフロッピーディスクドライブ
（USB接続を含む）、USBまたはATAPI（IDE）接
続のCD-ROMドライブ（*2）、ATAPI接続のMOドラ
イブ、Zipドライブ、PocketZip PCカード（*3）

・ポインティングデバイスとキーボード
マウス、キーボード（USB接続を含む）、
WACOM FAVO/ArtPadシリーズ（*3）

・PCカード（*4）

フラッシュATAカード、モデムカード、シリアルカ
ード、LANカードなどのATAカードを、データ交換
やバックアップ用のメディアとして利用できます。

・LANアダプタ
NE2000互換のボードおよびPCカード、Intel
EtherExpressPRO/10+、3Com EtherLinkシリー
ズ（*3）など

・プリンタ
キヤノンBJ/LBPシリーズ（*3）、EPSON PMシリー
ズ（*3）、HP DeskJet 955C、970Cxiなどに対応。
パラレル（プリンタ）ポート 、シリアルポート、
LAN（lpdpプロトコル）経由で接続可能です。
USB接続のプリンタの一部も使用可能です。

・USB接続機器
キーボード、マウス、フロッピーディスクドライ
ブ、CD-ROM、プリンタに対応しています。

（*1）内蔵ビデオカードのVESA BIOSやVRAM、CRTディスプ
レイの対応周波数による制約のため、利用できない解像
度や色数もあります。また、Intel 810系チップセットを搭
載したパソコンの場合には、最大で1024×768（256色）
の解像度に制限されます。

（*2）PCカード接続のドライブに関してはPanasonicのKXL-
830AN-S、KXL-808ANまたはAN-Sが、USB接続のドライ
ブに関してはKXL-840ANが利用できます。

（*3）シリーズ内のすべての機種での動作確認はとれておりま
せん。また、機種によっては、機能の一部が利用できな
い場合もあります。当社のホームページなどでご確認く
ださい。

（*4）一部には動作しないPCカードや組み合わせがあります。
また、マルチファンクションPCカード（コンビネーショ
ンPCカード）は使用できません。

＜注意事項＞
・内蔵モデム、内蔵LANアダプタなどは利用できない場合があり
ます。特に、Windows専用の内蔵モデムは利用できません。
・SCSIおよびIEEE1394接続の周辺機器には対応しておりません。
・上記の周辺機器には利用できない組み合わせも存在します。詳
細は超漢字のホームページをご覧下さい。

・超漢字3は、MS-DOSやWindowsの上で動作する
ソフトウェアではなく、専用のオペレーティング
システム（OS）を含んでいます。超漢字3を利用
するには、ハードディスクの中の1つの区画（パ
ーティション）を超漢字3専用として使用します。
本製品に添付されている「System Selector」を
利用することにより、Windowsパソコンの中に超
漢字3用の区画を作成できます（Windows2000等
NTFS形式の場合を除く）。
・超漢字3用以外のハードディスク区画にMS-DOS
やWindowsが組み込まれていれば、超漢字3と切
り替えて起動できます。また、超漢字3のファイ
ル変換用ユーティリティにより、Windows区画内
のファイルを超漢字3側からアクセスできます。

〒142-0051 東京都品川区平塚1-7-7 MYビル
TEL 03-5702-7858／FAX 03-5702-7857
E-mail: sales@personal-media.co.jp
http://www.personal-media.co.jp/
■TRONは“The Real-time Operating system Nucleus”の略称です。■BTRONは“Business TRON”の略称です。
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・ATAPI（IDE）タイプのCD-ROMドライブの場合
CD-ROMから起動できるパソコンの場合は、CD-
ROMから直接登録できます。
・SCSI接続などのCD-ROMドライブの場合
Windowsのハードディスク区画に空き領域があれ
ば、超漢字3のOS全体をいったんWindows区画に
コピーし、超漢字3の起動用フロッピーディスクか
らパソコンを起動する方法により登録できます。
・CD-ROMドライブが利用できない場合
他のWindowsパソコンを使ってCD-ROMから登録
用のフロッピーディスクを作成し、それを用いて
超漢字3を登録できます。

超漢字3の登録（インストール）方法

・ソフトウェア本体
CD-ROM、起動用FD、System Selectorの実行用
FD 各1枚
・マニュアル類とビデオ
「超漢字3 お使いになるまえに」
「超漢字入門」
「超漢字基本メール」
「超漢字クイックレファレンス」
「ビデオ版超漢字3お使いになるまえに」（VHSビデオ）
「超漢字3 バージョンアップガイド」

主な梱包内容

参考図書・関連情報

講習会・システム商品

ご　注　意

パーソナルメディアでは、「超漢字3」の講習会を随
時開催しております。また、「超漢字3」をインスト
ールしたシステム商品（パソコン）も販売しており
ます。詳しくは、当社ホームページをご覧いただく
か、営業部までお問い合せください。

【解説ビデオ付き】
超漢字3には、インストール方法の解説ビデオ
を添付。System Selectorを使ったパーティ
ションの作成や、超漢字3のインストールの手
順をやさしく解説しています。

超漢字開発環境無料公開中!
当社あるいは超漢字のホームページをご覧ください。

動作機種や対応周辺機器の最新情報については、当社営業部へお問い
合せいただくか、超漢字のホームページ
http://www.chokanji.com/ をご覧ください。


