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●このカタログの用紙には、
　環境に配慮した植林木を
　使用しています。

このカタログは大豆油
インキで印刷しています。

このカタログの内容は、2013年4月現在のものです。
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安全に関する

ご注意
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの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、下記のいずれかにおたずねください。

■ シャープホームページ… http://www.sharp.co.jp ■ シャープビジネスソリューションホームページ…

シャープビジネスソリューション株式会社

http://www.sharp-sbs.co.jp

●ご使用の前に安全上のご注意をよくお読みのうえ､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。

札　幌（011）641-5101
仙　台（022）288-8705

東　京（03）5446-8353
名古屋（052）332-2634
大　阪（06）6624-6746

広　島（082）875-0220
福　岡（092）575-6410

販売推進部

文教営業担当

［ 東 京 ］〒105-0023  東京都港区芝浦1丁目2番3号
［ 大 阪 ］〒545-8522  大阪市阿倍野区長池町22番22号

TEL（03）5446-8312（直通）
TEL（06）6625-3233（直通）

学習端末
http://www.sharp.co.jp/business/education/tablet/
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■商品ご使用について
● 本製品は日本国内使用です。海外ではご利用になれません。　● 本製品のディスプレイは精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。画面輝度は経年劣化します。あらかじ
めご了承ください。　● 製品の保証については、ハードウェアのみ適用されます。　● 本製品を、18歳未満の青少年が利用される
場合は、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェア「i-フィルター for Android」を利用することをお勧めします。

■バッテリーの交換について
● バッテリーは消耗品です。充放電を繰り返すうちに劣化し、使用時間が極端に短くなります。　● バッテリーの劣化は、使用
状況や動作環境によって異なりますが、満充電にしても極端に使用時間が短くなったときは、新しいバッテリーと交換する必
要があります。　● 本製品のバッテリーはお客様自身では交換できませんので、お買いあげの販売元へご連絡いただき、
バッテリーの交換を依頼してください。(有償)

■電波干渉に関して
本製品の使用する2.4GHzの周波数帯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の小電力無線局、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。

この機器の使用前に、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、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用場所を変え
るか、または機器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)、航空機内などや、無線LAN／Bluetooth®機能を使用していないときは、無線LAN／Bluetooth®機能を
無効にしてください。

1. 
2. 

3.

■カタログについてのご注意
● microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。　● Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　● Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Android マーケット、Android マーケット ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、
Google マップ、Google マップ ロゴ、Googleトーク、Google Latitude、Google Latitude ロゴ、Google プレイス、Google プレイス ロゴ、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、株式会社ACCESSのNetFront DocViewer for Androidを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国・地域における商標または登録商標です。　©2010 
ACCESS Co., Ltd. All rights reserved.　● 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. 2011 All Rights Reserved.　● モトヤ教科書2/3/4は、株式会社モトヤの商標または登録
商標です。　● McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における商標または登録商標です。　● i-フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。　● その他、製品名などの固有名詞は、
各社の商標または登録商標です。　● 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。　● 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。

ホームメニュー、教科書・ノート、動画・音声、McAfee Mobile Security 30日期間限定版、i-フィルター® 
for Android※8、電子マニュアル、時計、ブラウザ、カレンダー、電卓、連絡先、メール、ギャラリー、検索、
音楽、設定、ニュースと天気、Gmail™、Google マップ™、ビデオ、Google トーク™、Android マーケット™、
YouTube™、Google Latitude™、Google プレイス™、ダウンロード、Google 音声検索™

■ 本体仕様一覧 ■ 各部名称

■ 主な搭載アプリ

バッテリー
状態ランプ

ACアダプター
ジャック

USB
コネクター

microUSB
コネクター

オプションキー
メニューキー ホームキー

戻るキー
電源ボタン

ヘッドホン
ジャック

マイクジャック

スピーカーmicroSDメモリー
カードスロット

リセットスイッチ

スタイラスペン

本カタログ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。
● 画面はハメコミ合成です。　● 写真はイメージです。

※1 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 EAP、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。　※2 ホスト機能には対応していません。　※3 お客様によ
る交換はできません。　※4 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。　※5 出荷時状態（ただし、画面の
明るさ:最小、ミュート:オン、無線LAN:オフ、Bluetooth:オフ、同期バックグラウンドデータ:オフ、microSDメモリーカード:未使
用）で、静止画ファイル(JPEG)を表示した場合の時間です。　※6 出荷時状態（ただし、画面の明るさ:最小、音量:1/16、無線
LAN:オフ、Bluetooth:オフ、同期バックグラウンドデータ:オフ、microSDメモリーカード:未使用）で、動画ファイル(H.264/480p)
を連続再生した場合の時間です。　※7 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。　※8 インストール
ページのショートカットアイコンを搭載。ご利用開始から10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「継続
使用（有償）」をお申し込みいただく必要があります。

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

無線LAN

Bluetooth

センサー

カードスロット

内蔵スピーカー

端　子

電　源

主な付属品

形名 JL-T100

約 278 × 180 × 14mm（幅 × 奥行 × 高さ）

約650g（内蔵バッテリー含む）

ルネサスモバイル EMMA Mobile™ EV2（デュアルコアCPU）

Android™ 2.3

ROM 4GB／RAM 512MB

10.1型ワイドTFT液晶（WSVGA対応、1,024 × 600、LEDバックライト、ノングレア）
抵抗膜方式タッチパネル

IEEE802.11b/g/n準拠※１

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver. 2.1 ＋ EDR準拠（Class1）
加速度センサー

microSDTMメモリーカード／microSDHCTMメモリーカード×1（最大32GB）

モノラル

ヘッドホン出力（Φ3.5mmステレオミニジャック）／マイク入力（Φ3.5mmステレオミニジャック）
USB（USB2.0準拠）／microUSB（USB2.0準拠）※2／ACアダプタージャック

内蔵リチウムイオンバッテリー※3

最大約15W

静止画表示時※5：約7.5時間、動画再生時※6：約6.5時間

約5時間（電源オフ時※7）

AC100～240V、50/60Hz（海外での使用は保証対象外）

ACアダプター、スタイラスペン

消費電力

駆動時間※4

充電時間※4

ＡＣアダプター

画面に
手を置いて
ペンで書ける

学習効果を高める

10 .1型手書き学習端末。



● 画面はハメコミ合成です。　● 写真はイメージです。

授業をより分かりやすく、生徒の理解力を高める新しい学習ツール。

■手のひらが画面に触れても反応しにくい設計なので、紙
のノートと同じ様に画面に手を置いて書くことが可能。

■疲れにくく書きやすい持ち方ができるよう形状を工夫
したスタイラスペンを付属。
■書いた文字をテキストに変換する「手書き文字認識機能」
も搭載。

画面に手を置いて、
スタイラスペンですらすら手書き

■Android™ 2.3を採用。
■無線LAN（IEEE802.11b/g/n）とBluetooth® Ver. 2.1
　+EDRを搭載。
■電子黒板との連携※で生徒の集中力・理解力を
　高めるインタラクティブな授業を展開。

PDFなど※の教材を表示し、手書きで書き込んだり、ノートをとったりと、紙の教科書とノートの様な感
覚で学習できます。暗記モードや検索・しおり機能など学習端末ならではの便利機能も搭載しています。

教科書・ノート

教科書とノートを簡単に切り替えることができます。
教科書に書き込んだメモやノートに書いた内容は
自動的に保存され、振り返り学習することができます。

■ 教科書とノートを簡単切り替え

将来のシステム構築にも柔軟に対応
できるオープンなプラットフォーム

※対応ファイル：PDF、JPEG、PNG

授業などの動画・音声データ※を再生。可変速再生（ゆっくり・ふつう・はやく・
もっとはやくの4段階）や、チャプター機能で効果的なリスニング学習が可能です。

動画・音声

※ 対応ファイル：MPEG-4（H.264 AVC）、MP3、WAV

映り込みを抑える
ノングレア液晶

学習コンテンツをかんたんに表示できる「ホームメニュー」、教材に手書きで書き込みができる
「教科書・ノート」、効果的なリスニング学習が行える「動画・音声」を搭載。指導・学習法に合わせて、
ご活用いただけます。

ホームメニュー

学習をスムーズに進めるためのツールを搭載

壁紙やアイコンをカスタマイズでき、学年
ごとのメニュー画面を作成することもで

きます。また生徒の使用を考慮した各種機能の
制限も設定可能です。

［ 標準画面 ］ ［ カスタマイズ例 ］

［ 手書きモード ］ ［ 暗記モード ］

一人一台の端末で
学習の個別化を実現
生徒の理解度に合わせた

教材や課題を与えることで、個々の学力を
着実に向上させることができます。

［ 協働的な学びを支援 ］

生徒が手書きの回答や意見を発表し合うことで、
お互いが学び合い、教え合う、

インタラクティブな授業が行えます。

持ちやすい
スタイラスペン

※ 別途アプリケーションの開発や、配信システムの構築が必要になります。

＊ 別途アプリケーションの開発や、配信システムの構築が必要になります。

■トメやハネなど手書きに近い表示ができ、
筆写の手本となる教科書体のフォント
（モトヤ教科書2/3/4）を搭載。

トメやハネも正しく表示、
教科書体フォント搭載

画
ス

教
科
書
体

ハネ トメ

ゴ
シ
ッ
ク
体

英語の教科書はヨコ表示、
国語はタテ表示で学習

メモやマーカーで
重要なポイントをチェック

マーカー部を隠して勉強

画面に表示した教科書に手書きメモやマーカー
を追記できます。またマーカーを不透過にして、暗
記学習にも活用できます。

■ メモやマーカーを追記

教材に合わせてタテ・ヨコを切り替えてご利用
いただけます。タテ・ヨコ表示は、端末を傾ける
だけで自動で切り替わります。

■ タテ・ヨコ表示切り替え

あらかじめ用意した雛形で、教科書別に専用ノー
トを設定できます。例えば英語の教科書には4線
ノートを、高学年用の教科書にはマス目の小さい
ノートを設定するといった使い方が可能です。

■ オリジナルノートが設定可能

教科書・ノートそれぞれ8つまでしおりの登録が
可能。確認したい時にすぐに呼び出せます。

■ しおり機能

教科書（PDF）内で探したいキーワードを検索し、
そのページを表示します。

■ キーワード検索

ト
教
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