Official GENKI Apps

アンドロイド版も
アンドロイド
販売開始！

好きな時間にどんどん覚えられるカード型アプリ。
初級日本語テキストのベストセラー
初級日本語テキストのベストセラー『げんき』完全準拠。

GENKI Vocab Cards【iOS＆Android
Android】
1200 Essential Japanese Words
『げんき』会話・文法編
文法編の単語・約1,200語を
音声・イラスト・例文
例文を使って徹底暗記。

GENKI Kanji Cards【iOS＆Android】
】
300 Kanji through Vocabulary
約1,100の漢字語
漢字語と字形連想イラストで
『げんき』の漢字317
317字の読みと形をカンタン学習。

GENKI Conjugation Cards【iOS
OS】
Master Verb/Adj Conjugations
初級の必修項目、
、動詞・形容詞の活用を
950 枚のカードで徹底練習
徹底練習。
Android

（※

版は準備中）

『初級日本語
初級日本語 げんき』のアプリで
日本語
日本語初級レベルの必修項目を
スキマ時間にしっかり学習。

モード： 単語やや漢字／活用練習のカードをスワイプしながら
スワイプしながら何度も見て学習。
モード：
ランダム
「Yes（覚えた）
（
/
モード： ランダムに表示される単語や漢字、活用形を
No（覚
覚えていない）/Unsure（どうかな？）」に振り分け
け。
⇒ No と Unsure のカードだけが残った
のカードだけが 「MyDeck」でさらに学習
さらに学習→「Check」で確認を
くり返し、カードゼロ
カードゼロを目指します。

● MyDeck
● Check

MyDeck

モード

Check

モード

メニュー画面

漢字アプリには
アプリには字形イラストや
描き順ムービーを
ムービーを搭載

（単語アプリ）（漢字アプリ）
（活用アプリ）
開発：（有）ギルド (GENKI App Team)
発売
発売：（株）ジャパンタイムズ
カテゴリ：教育
対応 OS：iOS 8.1 以降/Android 4.4 以降

ジャパンタイムズ出版営業部 http://bookclub.japantimes.co.jp/
bookclub.japantimes.co.jp/
■げんきオンライン (Genki Online)

http://genki
genki.japantimes.co.jp/
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Now available for
Android, too!

Official GENKI Apps

Handy card apps that let you learn at any time you like.
Based on GENKI, a best-selling
best selling Japanese language textbook.

GENKI Vocab Cards【iOS＆Android
Android】
1200 Essential Japanese Words
Master the 1,200 words from GENKI, with audio,
illustrations and example sentences.

GENKI Kanji Cards【iOS＆Android】
】
300 Kanji through Vocabulary
Master the shapes and readings of the 316 kanji
from GENKI’s 1,100-kanji
1,100
vocabulary.

GENKI Conjugation Cards【iOS
OS】
Master Verb/Adj Conjugations
Master basic verb/adjective conjugations through
957 digital cards.（*The Android version is in preparation.）

Master essential study items of basic Japanese
with the official GENKI apps
that let you learn at your own pace!
MyDeck allows you to swipe through the cards freely, viewing them as many times as you like.
The Check function tests your mastery by displaying the words/kanji/conjugations
words/kanji/conjugations randomly
and prompting you to indicate whether you remember the card (Yes), don’t remember it (No),
or are not sure (Unsure), which enables MyDeck to display just the cards that challenge you.

MyDeck

（Vocab）

Check

Menu

Mnemonic pictures and
stroke order movies
movie are
provided in the Kanji app.

（Kanji） （Conjugation）
Developed by the GENKI App Team, Guild Inc.
Vendor: The Japan Times, Ltd.
Category: Education
Required OS: iOS 8.1 or later /Android 4.4 or later

Publications Department http://bookclub.japantimes.co.jp/
bookclub.japantimes.co.jp/

■Genki Online

http://genki.japantimes.co.jp/index_en
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