
ビジネスのペーパーレス化を推進

外出時に、会議にちょうどいい、7型ビジネスタブレット。

7型
約389g

AndroidTM
3.2 搭載

デュアルコア
CPU

● Word、Excel、PowerPointなどの資料をHDMI接続で大型ディスプレイ
に表示すれば、商談先でも効果的なプレゼンテーションが可能です。

● 商談中にタブレット本体やSDカードに保存された資料を
お客様と確認。その場で資料の編集もでき、効率よく商談
が進められます。

プレゼンテーションツールとして活用できる
● 大量の業務マニュアルや資料、ビジネス書など
をデータ化して携帯、外出先で活用できます。

● 会議資料を手元のタブレットに保存できるので、
資料がかさばらず、スマートな会議を実現します。

大量のビジネス資料をデータ化して活用できる

メディアタブレット
2012-3EB-W700G

本パンフレット掲載商品の価格には、配送・設置調整・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



●ご相談窓口…

受付／対応時間 月曜日～金曜日（9：00～17：00）※土曜・日曜・祝日など弊社休日を除く（夏期など対応時間が変更となる場合があります。）

通信システム事業本部 メディアタブレット事業推進センター 営業部    電話 0570-057770

■ 商品のご使用について　●本製品は日本国内仕様です。　●故障または誤作動等によって、本体内のフラッシュメモリー／
microSD™メモリーカードの記憶内容が消失したり使用できない場合がありますが、これによる障害については法令上賠償責
任が認められる場合を除き一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●本製品の通常の使用において、使用
環境（温湿度など）や使用頻度、経過時間等により、劣化／磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。
これを「有寿命部品」と呼び、本製品には次の有寿命部品が含まれています。［バッテリー、ACアダプター、コネクター／ケー
ブル類］　●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。　●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の
高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度
によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。
画面輝度は経年低下します。　●本製品を利用して各種CD／DVD、テレビ映像、インターネットホームページ上の画像等著
作権の対象となる著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人または家庭内で使用する場合に限って許されています。
利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、複製等について著作権者等から許諾を受けている場合を除き、
この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠
償等を請求されることとなります。　●本製品を、18歳未満の青少年が利用される場合は、インターネットサービスプロバイダー
等の提供するフィルタリングサービスをご利用ください。フィルタリングに関する詳しい情報はこちらをご覧ください。
http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html　●本製品はデジタルアーツ株式会社提供のWebフィルタリン
グサービス「i-フィルター」をご利用いただくことも可能です。詳しくは、シャープメディアタブレットサポートホームページをご覧ください。
■ 補修用性能部品の保有期間について　本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期
間は、製品の発売開始（2012年4月）から約４年です。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理が
できない場合もあります。
■ 内蔵無線LAN/Bluetooth®機能について　●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線
設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用する時に、無線局の免許は必要ありません。　●利用環境
について：無線LANが届く範囲は、遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっ
て通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。
■ 電波干渉に関して　●本製品に搭載の無線LAN/Bluetooth®機能の使用周波数は2.4GHzです。この周波数では電
子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別
用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●本製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万が一、本製品と「他の無線局」
との間に電波干渉が発生した場合には、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止してください。　● 医療機器（心臓
ペースメーカー）などの動作に影響を与える場合があります。病院内、混雑した場所（満員
電車の中など）、航空機内などでは、無線LAN／Bluetooth®機能を無効にしてください。

※1 静止画撮影時のみ。　※2 無線LANの仕様…準拠規格：IEEE802.11b/g/n、周波数帯域：2.4GHz帯
（IEEE802.11b/g/n）、通信速度：規格値最大11Mbps（IEEE802.11b）、最大54Mbps（IEEE802.11g）、最大
72Mbps（IEEE802.11n）、セキュリティ（通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者に通信内容を傍受される可能
性があります。）：WEP/WPA PSK/WPA2 PSK/802.1x WPA/802.1x WPA2、通信距離（遮蔽物の材質、設置場所、
周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合がありま
す。）：屋外最大約70m、屋内最大約50m。　※3 本製品を使用してmicroSD™メモリーカードにデータを書き込む場合は、
プリインストールの「ファイルブラウザ」をご利用ください。　※4 ホスト機能には対応していません。　※5 お客様による交換
はできません。　※6 実際の駆動時間及び充電時間は、使用環境により異なります。　※7 出荷時状態（ただし、画面の明
るさ：最小、ミュート：オン、Wi-Fi：オフ、同期バックグラウンドデータ：オフ）で、画像を表示した場合の時間です。　※8 出荷
時状態（ただし、画面の明るさ：最小、音量：1/16、Wi-Fi：オフ、同期バックグラウンドデータ：オフ）で、動画ファイル
（H.264/ 480p）を連続再生した場合の時間です。　※9 出荷時状態（ただし、Wi-Fi:オフ、同期バックグラウンドデータ：オ
フ）で、省電力モード（サスペンド）の場合の時間です。　※10 電源オン時は、本体の使用状況により、充電時間が変わります。
※11 ご利用にはGoogleアカウントが必要です。　※12 接続後Google Play™ にアップデートされます。　※13 ホーム画面
のアイコンをタップして、インストールする必要があります。※14 ご利用開始から30日間お使いいただけます。その後も継続し
て利用するにはマカフィー株式会社との契約（有償）が必要です。　※15 本体の設定変更が必要です。

メール、GALAPAGOS App for Tablet（辞書：明鏡国語辞典MX、ジーニアス英和辞典MX、ジーニアス和英辞典
MX、フォント：秀英横太明朝、秀英角ゴシック、LC明朝、LCゴシック）、Documents To Go 完全版、YouTube™、
Google マップ™、カメラ、Android マーケット™※11※12、McAfee VirusScan Mobile 30日期間限定版※13※14※15、
ファイルブラウザ、Gmail™※11、カレンダー※11、ギャラリー、Google トーク™※11、音楽、連絡先、電卓、MovieStudio、
ブラウザ、Adobe® Flash® Player 10.3、AQUOS Remote※13 他

外形寸法
質　量
CPU
プラットフォーム
内蔵メモリー
ディスプレイ

カメラ有効画素数
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
センサー
カードスロット
端子

電　源

主な付属品

形　名 EB-W700G

■ 主な搭載アプリ

■本体仕様一覧 ■各部名称

約195×122×11.9～12.6mm（幅×高さ×奥行）
約389g（内蔵バッテリー含む）
NVIDIA® Tegra™ 2モバイルプロセッサ（デュアルコアCPU）
Android™ 3.2
ROM 8GB／RAM 1GB
7型ワイドTFT液晶（WSVGA、1024×600、LEDバックライト）
静電容量式タッチパネル（マルチタッチ対応）
リア：約500万画素（オートフォーカス※１、LEDフラッシュライト付）／フロント：約200万画素
IEEE802.11b/g/n準拠（WPS対応）※2

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer2.1+EDR準拠（Class2）
○
加速度センサー、ジャイロセンサー、方位センサー、照度センサー
microSD™メモリーカード/microSDHC™メモリーカード×１ （最大32GB）※3

ヘッドホン出力（Φ3.5mmステレオミニジャック）／microUSB（USB2.0準拠）※4／
microHDMI出力端子／ACアダプタージャック
内蔵リチウムイオンバッテリー※5

最大約18W
静止画表示時※7  ：約7.5時間、動画再生時※8：約6時間、サスペンド時※9：約10日
約2.5時間（電源オフ時※10）
AC100～240Ｖ（日本国内はAC100Vのみ）、50/60Hz（形名：EA-EB02GJ）
ACアダプター、USBケーブル（試供品）、microSD™メモリーカード（2GB、試供品）

ACアダプター
EA-EB02GJ
オープン価格

〈別売品〉

スピーカー（左）

電源キー

音量キー

ヘッドホンジャック

スピーカー（右）

ACアダプタージャック
micro HDMIコネクター
micro USBコネクター

microSDカードスロット

マイク

カメラ（リア）

LEDフラッシュ

照度センサー

充電LEDカメラ（フロント）

消費電力
駆動時間※6

充電時間※6

ＡＣアダプター

■このパンフレットについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記
におたずねください。

●ご使用の前に安全上のご注意及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

安全に関する

ご注意

■ 海外での使用について　●本製品の無線LAN機能は日本国内およびFCC／CE規格に適合しています。フランスなど一
部の国／地域では無線LAN機能の使用が制限されます。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご
確認ください。
■ パンフレット記載内容について　 ●画面はハメコミ合成です。また、実際の製品画面とは異なる場合があります。
●NVIDIA、NVIDIAロゴ、TegraおよびTegraロゴは、米国およびその他の国におけるNVIDIACorporationの商標または登
録商標です。　●microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。　●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition 
Multimedia Interfaceは、アメリカ合衆国及び他の国々において、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。　●Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi 
Allianceの商標です。●Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　●SRSロゴは、SRS Labs, Inc.の商標
です。TruMedia技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。　●Google、Google ロゴ、Android、
Android ロゴ、Android マーケット、Android マーケット ロゴ、Google Play ロゴ、Google Play ストア ロゴ、Gmail、Gmail ロ
ゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Googleトーク、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTubeおよび 
YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。● 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® 
Flash® Playerテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Player  Copyr ight  ©1996-2011 Adobe 
SystemsIncorporated. All rights reserved. Adobe、FlashおよびFlashロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビシ
ステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
●「秀英体」は大日本印刷株式会社の登録商標です。　●日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnIMEを使用してい
ます。iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2010 All Rights Reserved.　●コンテンツ名その他、製品名など固
有名詞は各社の商標または登録商標です。　●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の
色調は印刷のため、実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●リース・クレジットのご用命は
　シャープファイナンスへ。

このパンフレットの内容は、2012年3月現在のものです。

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

●このパンフレットの用紙には、
　環境に配慮した植林木を使用しています。
●このパンフレットは、
　環境に配慮した植物油インキを使用しています。I.20 EBW1203

※編集は、表中の数字の変更など一部の機能に限られます。PDFファイルの編集はできません。また
Microsoft® Officeで作成されたデータを表示する場合、元データどおりに表示されない場合があります。

約389g7型
液晶

乗り換え案内やスケジュール、名刺管理
など、ビジネスシーンに役立つさまざま
なAndroid™  アプリを活用できます。

アプリをビジネスに活用

Android™ 3.2搭載 
ExcelやPowerPointを閲覧・編集※

Documents To Go完全版搭載
見やすい、持ちやすい

7型液晶＆軽量ボディ
商品資料や売上報告書など、ビジネスシーンに欠かせない書類の
閲覧と編集※が可能なDocuments To Go完全版を搭載。
外出先でのアクティブな活動をサポートします。

書類や書籍を一覧しやすい画面サイズ
で、しかも持ち運びしやすい約389g
の軽さ。鞄に入れてもかさばらず、気軽
に携帯できます。
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