
インターネットを、ポケットで持ち歩く
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メ モ ブック ネット メール辞 書 データ活用
PC-T1のみ

三笠書房
Takumi YamazakiＣ

■商品ご使用について ●Ubuntu（ウブントゥ）はLinux®ディストリビューションのひとつで、Ubuntuコミュニティにより開発され、無償配布されているオペレーティングシステムです。オペレーティングシステムおよびアプリケーションソフト（電子辞書、電子ブック、SoftStylus除く）の不具合および操
作方法のお問い合わせについては、当社でサポートできない場合があります。 ●故障または誤作動等によって、フラッシュメモリー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。［キーボード、タッチパネル、
バックライト、ACアダプター、コネクター／ケーブル／スイッチ類］ ●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。 ●周辺機器をお求めになる際には、本製品に対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にご確認ください。 ●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。 ●インター
ネットに接続するには、別途プロバイダー（ⅠSP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。 ●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

■内蔵ワイヤレスLAN／Bluetooth®機能（PC-T1のみ）について ●各製品は、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。また、日本国内でのみ使用できます。 
●利用環境について：ワイヤレス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。Bluetooth®機能の通信距離は最大約10mです。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非
常に重要です。詳細については、http://www.sharp.co.jp/netwalker/info/other/wlan_security.htmlをご覧ください。 ■電波干渉に関して…各製品に搭載のワイヤレス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。 ●各製品の使用前に、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、各製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか（ワイヤレスLANの場合）、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）、航空機内などや、ワイヤレスＬＡＮ／Bluetooth®機能を使用していない時は、ワイヤレスＬＡＮ／Bluetooth®機能を無効にしてください。 ●さらに詳細な情報はこちらをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/netwalker/info/other/wirelesslan.html

■カタログ記載内容について ●画面はすべてハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。 ●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。 ●LCフォントはシャープ株式会社の登録商標です。 ●製品名
等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

「シャープグリーンシール」に対応しています。
※1

シャープは省エネルギー、安全性、リサイクルなどの観点から商品設計のガイドライ
ンを設定し、環境配慮に優れた商品の開発を進めています。環境配慮に対する当
社独自基準を満たす商品を「シャープグリーンシール」対応商品と認定しています。

環境に配慮した材料を採用しています。

シャープ独自の環境基準を
満たす商品であることを示す
「シャープ グリーンシール」です。

グリーン材料

●主要基板上の部品接続用として無鉛はんだを使用しています。
●電気・電子機器に含まれる特定化学物質※2の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

※2 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリ臭化ビフェニール）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）。なお、一部の電子部品
に含まれる鉛はRoHS指令の除外項目に該当します。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。 
■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、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

安全にお使いいただくために●ご使用の前に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。

●製品についての
　詳しい情報は…

●シャープモバイル訪問サポート「モバイル訪問コンシェルジュ」（有料）

（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
受付日／時間　月曜日～土曜日 9:00～18:00　日曜日／祝日 9:00～17:00（年末年始を除く）

（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）日本PCサービス株式会社
受付日／時間 9:00～21:00（年末年始を除く） 0120-606-7560120-050-482

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

本    社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

I.150PC1005P

このカタログの内容は、2010年5月現在のものです。
情-089

●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。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

Cert no. SGS-C0C-2632

トラブルなら、何でもおまかせください。電話一本で、お客様のお宅を訪問し、設定・接続からデータバックアップまでサポートします。

ホームページ：http://www.sharp.co.jp/netwalker/
サポートページ：http://www.sharp.co.jp/support/mit/

※1 PC-Z1J／Z1のみ。

モバイルインターネットツール
総合カタログ 2010-5



※1 サスペンド状態から操作可能になるまでの時間。　※2 PC-Z1Jは、専用コンテンツカード除く。　※3 一部キーピッチが短くなっている
部分があります。　●画面はハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。　●詳しい仕様については、10ページをご覧ください。

（辞書カード同梱）
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P.5

P.6

P.6
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PC-T1 のみ

-W（ホワイト系）

-B（ブラック系）

-S（シルバー系）-B（ブラック系）

-B（ブラック系） -R（レッド系）

P.1 - 2



高精細
5型WSVGA
液晶搭載

PC-T1-S（シルバー系）

PC-T1-S（シルバー系）

●上下のパネルを自動的に隠す設定の画面です。

Web辞書
コンテンツ数

※5

手書き文字認識※1画面
読みのわからない漢字も
スムーズに入力できます。

■色：11色

■ペン：太さ5種 ■マーカー：太さ3種
   （蛍光ペン）

内容に合わせて、
色の使い分けが可能。

極細・細・中・太・極太の5種の太さが
選べ、メリハリのある書き込みが可能。 重要な部分のマーキングに便利。

500以上の辞書サイトを一括検索できる「Weblio辞書」や、
「辞典横断検索 Metapedia」などをプリセット。

ソフトキーボード画面
入力内容が確認しやすい
半透過表示に対応。

手書きノートソフト「Xournal（ゾーナル）」を搭載。
手書き文字に加え、スケッチやテキストを混在できます。
PDFにコメントを手書き※2したり、書いたメモをPDFに
変換し、メールに添付して送るなど、多彩に活用できます。

手書き文字認識※1機能を搭載しているので、読み
のわからない漢字もササッと手書きで入力可能。
もちろん、画面上のキーボードでも文字入力できます。

PC-T1は、Bluetooth®機能を内蔵しているので、
市販のBluetooth®キーボード※3とワイヤレスで
接続可能。長文のメールや報告書を作りたい時でも、
スムーズにテキスト入力ができます。

ササッと手書きで
文字入力ができる。

簡単なスケッチが描ける。
PDFデータへも書き込める※2。

Bluetooth®キーボード※3を使えば、
長文もスムーズに入力。

リュウド株式会社
Bluetooth®折りたたみキーボード
RBK-2100BTJ
（お問い合わせ電話番号：025-595-6764）
●写真は、内蔵スタンドを取りはずし、PC-T1を置いた状態。

（市販品組み合わせ例）

エレコム株式会社
Bluetooth®レーザーマウス
M-BT4BLシリーズ
（お問い合わせ電話番号：0570-084-465）

PC-T1収録辞書

調べたい語句を入力し、内蔵辞書から一括検索可能。
さらに、内蔵辞書で検索後、再入力の手間なく、同じ
語句をWeb辞書でもワンタッチで検索できます。

PC-T1は、辞書メニュー画面を搭載。内蔵辞書を一覧
できるで、使いたい辞書をワンタッチで選択できます。
すべての辞書からの一括検索も選択できます。
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※4※5

よく使う辞書を12コンテンツ内蔵。
7つのコンテンツをカードで使える。

辞書メニュー画面で、
使いたい辞書が選びやすい。

1つの検索語句で、内蔵辞書※6も
Web辞書※4※5も横断的に検索。

●PC-Z1J：付属のNetWalker専用コンテンツカード（辞書カード）をご使用
ください。　●PC-Z1：別売のNetWalker専用コンテンツカードが必要です。

マルチメディアデータを含む約25万9千項目収録の「スーパー大辞林 3.0」や、
約7万語の音声を収録した「ジーニアス英和辞典第4版（NetWalker版）」など、
実用的な辞書コンテンツを内蔵。

専門用語や時事用語なども、より詳しくより専門的に調べられます※7。
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スーパー大辞林 3.0

広辞苑 第六版

三省堂故事ことわざ・慣用句辞典

新漢語林MX（NetWalker 版）

新明解四字熟語辞典セレクト版

ことば選び辞典

ジーニアス英和辞典第4版（NetWalker版）

新英和中辞典（第 7版）

大修館書店

大修館書店

大修館書店

自由国民社

自由国民社

学研教育出版

学研教育出版

学研教育出版

学研教育出版

小学館

三省堂

三省堂

三省堂

岩波書店

研究社

研究社

ジーニアス和英辞典第2版（NetWalker版）

新和英中辞典（第 5版）

コーパス英語類語使い分け200

新世紀ビジュアル大辞典

現代用語の基礎知識 2010

現代用語の基礎知識 2009 年版

新冠婚葬祭事典

文書・文例辞典
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　　　　　　　 　　機能説明に記載の形名は、対応機種を表します。　※1 JⅠS第1水準記号、ひらがな、カタカナ計221文字、JⅠS第1水準漢字2,965文字、JⅠS第2水準漢字のうち1,072文字、NEC選定ⅠBM拡張文字23文字の合計4,281文字に対応。詳しくは、サポートページをご覧ください。　※2 PDFファイルのセキュリティ設定の状態によっては、書き込んだデータ
のみが保存される場合があります。　※3 使用可能な周辺機器は、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。　※4 Web辞書の利用にはインターネット接続環境が必要です。PC-Z1の場合、別売のNetWalker専用コンテンツカードが必要です。　※5 登録済の「Weblio辞書」「Yahoo!百科事典」「辞典横断検索Metapedia」で検索可能な辞書コンテンツ数
は1,096（2010年3月1日現在）。これ以外のWeb辞書サイトの登録も可能です。　※6 PC-Z1Jは付属の辞書カード、PC-Z1は別売の辞書カードに収録の辞書コンテンツ。　※7 登録済み辞書サイトによる検索結果については、お客様の責任においてご利用ください。　●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ⅠSP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。
●通信を行う場合は、無線LANの環境が必要です。屋外での無線LANをご使用の場合は、別契約が必要な場合があります。無線LAN以外でのご利用は、別途通信事業者と契約の上、USB通信モジュールが必要です。　●画面はハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。 サポートページ：http://www.sharp.co.jp/support/mit/



美しい表示文字の
LCフォント※1採用

PC-T1-B（ブラック系）Katsumi KobayashiＣ

三笠書房

読みやすさにこだわった

　　　　　　　各機能説明に記載の形名は、対応機種を表します。　※1 LCフォントはシャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したフォントです。　※2 縦書き書籍の場合。横書き書籍の場合は、画面上下でページ送りになります。　※3 縦持ち表示は、PC-T1の電子
ブックリーダーでのみ対応。また、語学辞書コンテンツなど、検索ボックス入りのコンテンツは縦持ち表示できません。縦持ち表示中は書庫表示や検索などの機能が使用できません。右クリックメニューは、横持ち方向に表示されます。　※4 三笠書房発行。　※5 デジタル書店グーテンベルク21
の提供です。　※6 実用書5コンテンツ・5作品、日本文学26コンテンツ・96作品の合計31コンテンツ・101作品を収録。詳細はホームページをご覧ください。　※7 2010年4月現在。　※8 NetWalkerライブラリーのご利用には、インターネット回線との接続および会員登録（無料）が必要です。
※9 電子ブックの購入費用の他、インターネットへの接続料などはお客様の負担となります。　※10 インターネット接続環境が必要です。　※11 Flash9以上の対応が必要なホームページ、Yahoo!動画、GyaOなど、Microsoft® Ⅰnternet Explorerの独自機能やJAVA対応のホームページや
サービスは利用できません。その他、コンテンツによっては再生できない場合があります。　※12 Microsoft® Officeで作成されたデータを編集する場合、使用フォントによってはレイアウトが崩れるなど、元データどおりにならない場合があります。詳しい互換性情報は、ホームページでご案内いたします。
●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ⅠSP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。　●通信を行う場合は、無線LANの環境が必要です。屋外での無線LANをご使用の場合は、別契約が必要な場合があります。無線LAN以外でのご利用は、別途通信事業者と契約の上、
USB通信モジュールが必要です。　●画面はハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。 ホームページ：http://www.sharp.co.jp/netwalker/

何冊もの本をコンパクトに持ち歩け、LCフォント※1の
美しい表示文字で読書を楽しめます。表示文字サイズ
の変更もできます。PC-T1は、電子ブックリーダーソフ
トを内蔵しています。

画面左右※2をタッチすればページがめくれ、画面中央
をタッチして縦持ち表示※3への変更もできます。

電子ブックを読んでいてわからない言葉が出てきたら、
単語をコピーし、電子辞書ソフトの検索語に貼り付け
て調べることができます。
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＊ PC-Z1J/Z1の電子ブック機能について

電子ブックリーダーにより、
文庫本感覚で本が読める。

●電子ブックリーダーソフトを、サポートページよりダウンロードする
　必要があります。

●電子ブックコンテンツは、
　プリインストールしていません。

●縦持ち表示には対応していません。

最新2010年版図解
業界地図が一目でわかる本※4
著者：ビジネスリサーチ・ジャパン

頭のいい説明
「すぐできる」コツ※4
著者：鶴野 充茂

いつか絶対行きたい
世界遺産ベスト１００※4
著者：小林 克己

世界一受けたい
お金の授業※4
著者：和仁 達也

世界一やさしい
成功法則の本※4
著者：山﨑 拓巳

電子書籍販売サイト「NetWalkerライブラリー」※8で、
文芸書、ビジネス書、趣味や実用書、「模範六法」などの
専門書、語学辞書、学習参考書などが購入できます※9。

ネット

メール

ホームページ閲覧ソフトは、フィッシング詐欺対策などのセキュリティ機
能を備えた「Mozilla® Firefox®」を搭載。いつもパソコンで見ているホー
ムページやブログ、Twitterなど※11が、外出先や移動中にも見られます。

Microsoft® Excel®、Word、Powerpoint®と互換性の高い※12

「OpenOffice.org」を搭載。パソコンで作った表やグラフ入りの
書類などを身軽に持ち歩け、外出先での議事録や報告書、レポー
トの作成などにも便利です。

メールソフトは、「Mozilla® Thunderbird™」を搭載。文書や
写真などの添付ファイルつきメールも送受信できます。また、
フィッシング詐欺メール警告機能や学習型迷惑メールフィル
タなどのセキュリティ機能を備えています。

データ活用

わからない言葉は、
辞書機能で調べられる。

約25,000タイトル※7から
選んで、直接ダウンロード。画面タッチで、

横持ち・縦持ち表示を切り換え。

役立つ実用書※4と日本文学の名作※5、合計101作品※6プリインストール。

人間失格※5
著者：太宰 治

吾輩は猫である 上※5
著者：夏目 漱石

風琴と魚の町※5
著者：林 芙美子

羅生門・鼻※5
著者：芥川 龍之介

※10 ※10

＊ ＊

ブック

Katsumi Kobayashi　三笠書房Ｃ

http://books.spacetown.ne.jp/nwlib/
インターネットに接続して、

手軽に本が買える

電子書籍販売サイト 
NetWalkerライブラリー

PC-Z1-R

P.5 - 6



スケジュール管理「Mozilla® Sunbird™」

サウンドとビデオ「Totem動画プレーヤー」グラフィックス「OpenOffice.org 3.0 Drawing」

リュウド株式会社Bluetooth®折り
たたみキーボードとの組み合わせ例

基本スタイル

クリックボタン オプティカルポイント
（クリック対応）

ブックスタイル※3 テキスト入力スタイル

クイックスタートボタン オプティカルポイント

　　　　　　　各機能説明に記載の形名は、対応機種を表します。　※1 初期状態の場合。左右のクリックボタンの割り当てを変更することができます。　※2 使用可能な周辺機器は、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。　※3 縦持ち表示は、電子ブックリーダーでのみ対応。　※4 一部
キーピッチが短くなっている部分があります。　※5 実際の駆動時間は使用環境により異なります。USB通信モジュール等を使用する場合、これら周辺機器への電力供給のため、バッテリー駆動時間が短くなります。また、電波状態やデータ通信量、接続する周辺機器によってもバッテリー駆動時間が変わります。
※6 光学式ポインティングデバイス。　※7 Mozilla® Firefox®、OpenOffice.org、Document Viewerに対応。　※8 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。　※9 別途市販のワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスブロードバンド
ルーターが必要です。　※10 公衆無線LANサービスのすべてで利用できるわけではありません。公衆無線LANサービスを利用するにはサービスへの入会、登録が必要な場合があります。また、サービスによっては課金される場合があります。入会方法やサービス提供内容、サービスエリアについては、サービス提供元へ
事前にご確認ください。　※11 通信可能な通信モジュールは、サポートページにて順次ご案内します。　※12 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SDⅠOカードには対応していません。著作権保護機能には対応していません。データ保存用です。プログラムエリアとしては
利用できません。　●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ⅠSP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。　●通信を行う場合は、無線LANの環境が必要です。屋外での無線LANをご使用の場合は、別契約が必要な場合があります。無線LAN以外でのご利用は、別途通信事業者と契約の上、
USB通信モジュールが必要です。　●画面はハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。　●すべてのUbuntu用アプリケーションソフトが使用できるわけではありません。 ホームページ：http://www.sharp.co.jp/netwalker/　　サポートページ：http://www.sharp.co.jp/support/mit/

画面タッチ & ランチャーメニュー
ポインティングやドラッグなどの操作は、画面を直
接タッチして行えます。さらに、ランチャーメニューの
アイコンをタッチするだけで、インターネットやメー
ルなど、よく使うソフトをワンタッチで起動できます。
●オプティカルポイント　ペンでのタッチ操作に加え、
オプティカルポイントとクリックボタンによる操作も可
能。オプティカルポイントは、右クリック※1にも対応し
ています。　

Bluetooth®機能内蔵
Bluetooth®機能を内蔵しているので、市販のBluetooth®キーボードやマウス※2

がワイヤレスで接続できます。（すべてのBluetooth®機器の接続を保証するものではありません。）

シーンに合わせて選べる、3Wayスタイル
「ネットやメールをする」、「電子ブックを読む」、「長文を入力する」など、シーンに合わ
せてスタイルを使い分けられます。

モバイルで使いやすい、優れた操作性
●クイックスタートボタン　ブラウザーソフトやメールソフ
トをワンタッチ起動。デスクトップ画面にもすぐに戻れます。

●オプティカルポイント※6　ポインター移動はもちろん、
画面のスクロールや、表示の拡大・縮小※7が可能。

スケジュール管理ソフト「Mozilla® Sunbird™」
を内蔵。1日・週・月単位などでスケジュールが
確認でき、効率的に仕事がこなせます。さらに、
図形作成、動画・音楽再生、文章入力・編集、
PDFファイルの閲覧に使えるアプリケーション
を内蔵しています。

アクセサリ

インターネット

オフィス

PC-T1 PC-Z1J PC-Z1■主な付属ソフトウェア＊

電子ブック閲覧ソフト 電子ブックリーダー

電子辞書閲覧ソフト 電子辞書ビューア

手書き文字入力&
ソフトウェアキーボード SoftStylus※14

手書きノートソフト Xournal
テキスト入力 gedit テキストエディター

ホームページ閲覧 Mozilla® Firefox®

メールソフト Mozilla® Thundeｒbird™

プレゼンテーション作成 OpenOffice.org  3.0 Presentation※15

表計算 OpenOffice.org  3.0 Spreadsheet※15
ワープロ OpenOffice.org  3.0  Word Processor※15

スケジュール管理 Mozilla® Sunbird™

グラフィックス OpenOffice.org 3.0 Drawing

サウンドとビデオ

プラグイン

ランチャーメニュー

電子ブックコンテンツ

リカバリーmicroSD作成ソフト

Totem動画プレーヤー

フラッシュプレーヤー Adobe® Flash® Lite™ 3

PDFビューア Document Viewer※16

オリジナルフォント LCフォント※17

Wbar ／ Ubuntu Netbook Launcher

31コンテンツ・101作品※18
Recovery maker

●
（縦持ち表示対応版）

● ●※13 ー
（別売）

● ー

● ー
● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
（ダウンロードが必要）

● ●

● ー

● ー

● ー

●
（ダウンロードが必要）

ＬＣゴシック、ＬＣ細明朝、
ＬＣ細楷書、ＬＣ明朝、
ＬＣ楷書、ＳＨクリスタル
タッチ、ＳＨスリムタッチ、

ＳＨ角ポップ

※13 専用コンテンツカードに収録。　※14 JⅠS第1水準記号、ひらがな、カタカナ計221文字、JⅠS第1水準漢字2,965文字、JⅠS第2水準
漢字のうち1,072文字、NEC選定ⅠBM拡張文字23文字の合計4,281文字に対応。詳しくは、サポートページをご覧ください。　※15 Microsoft®

Officeで作成されたデータを編集する場合、使用フォントによってはレイアウトが崩れるなど、元データどおりにならない場合があります。詳しい
互換性情報は、ホームページでご案内いたします。　※16 アプリケーションメニューからは起動できません。　※17 LCフォントはシャープ株
式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したフォントです。　※18 三笠書房発行の実用書5コンテンツ・5作品と、デジタル書
店グーテンベルク21提供の日本文学26コンテンツ・96作品の合計31コンテンツ・101作品を収録。

本機は、Ubuntuコミュニティにより開発および無償配布されたOSと無償利用可能なアプリケーション
（電子辞書ビューア、電子ブックリーダー、SoftStylus除く）を採用しています。無償利用可能なアプリケー
ションに関するお問い合わせやご意見は、当社ではお受けできません。また、お客様が追加されたアプリ
ケーションには使用できないものが含まれる場合があります。お客様ご自身の責任でご利用ください。

＊

ＬＣゴシック、ＬＣ細明朝、
ＬＣ細楷書、ＬＣ明朝、
ＬＣ楷書、ＳＨクリスタル
タッチ、ＳＨスリムタッチ、

ＳＨ角ポップ

ユーザー登録 シャープユーザー登録 ● ●

電子マニュアル 電子マニュアル（PDF） ● ●

約14mmピッチ※4キーボード
パソコンと同様のQWERTY配列キーボードを
採用。キーピッチも約14mm※4なので、長文
メールの入力や文書作成、表計算の数値入力
などもスムーズにこなせます。

スケジュールなど、充実のアプリケーションを内蔵

約10時間※5長時間駆動
独自の省電力プラットフォームにより、約10時間※5の長時間駆動を実現しました。
出張などの外出時にもたっぷり使えます。

T1

さまざまなモバイル通信や周辺機器との連携に対応
●ワイヤレスLAN内蔵　最大54Mbps※8の高速通信に対応したワイヤレスLAN
（ⅠEEE802.11b/g準拠）を内蔵。自宅やオフィスのほか※9、ホテルやカフェ、空港、新幹線
内などで急速に整備されつつある公衆無線LANサービス※10を利用して高速通信可能。

●USBコネクター搭載（USB通信モジュール対応※11）　標準サイズのコネクター1端
子と、ミニサイズのコネクター1端子を装備。USB通信モジュールのほか、USBメモリー
やマウスなどの周辺機器が使用できます。
（周辺機器を使用する場合、周辺機器への電力供給のためバッテリー駆動時間が短くなります。また、接続する周辺機器によ
りバッテリー駆動時間は変わります。）

●メモリーカードスロット　microSD™メモリーカード、microSDHC™メモリーカー
ドが使えるので、携帯電話で撮影した画像データの取り込みも簡単です※12。

●タッチパネル　画面タッチ
で、ドラッグ＆ドロップなどの
操作ができます。
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-R（レッド系）

※1 プリインストールされているOSのみをサポートしていますが、アップデートが必要な
場合はサポートページにて順次ご案内します。　※2 本製品の液晶パネルは、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
する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液
晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表してい
ます。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※3 一部キーピッチが短くなっている部分があります。　※4 PC-T1はクリック対応。
※5 ファイルシステム管理用のデータ領域を含むため、実際に確認できる容量とは異
なります。　※6 リカバリーデータを削除した場合は約2GB。　※7 日本国内仕様です。
ワイヤレスLANの仕様は以下のとおりです。 ●準拠規格：ⅠEEE802.11b/g ●周波数
帯域：2.4GHz帯 ●通信速度：規格値最大11Mbps（ⅠEEE802.11b）、最大54Mbps
（ⅠEEE802.11g） ●チャンネル：1～11チャンネル ●セキュリティ：64/128bitWEP、
WPA/WPA2（TKⅠP/AES）（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。） ●通信距離：屋外最大約70m、屋内最大
約50m（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。）　※8 使
用可能な周辺機器は、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。
※9 対応プロファイル：HⅠD、OPP。　※10 メモリーカードはデータをやりとりする相手
機器でフォーマットしたものをご使用ください。SDⅠOカードには対応していません。著作
権保護機能には対応していません。データ保存用です。プログラムエリアとしては利用
できません。　※11 ホストモードにのみ対応。クライアントモードには対応していません。
市販の周辺機器と接続するには、市販のUSB変換ケーブル（USB Aコネクター〈メス〉
⇔USB miniAコネクター〈オス〉）が必要です。使用可能なUSB変換ケーブルは、動作
確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。PC-T1は、ACアダプターの
接続にも使用します。付属のACアダプター以外での充電には対応していません。
※12 お客様による交換はできません。　※13 社団法人電子情報技術産業協会の
「JEⅠTAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」に基づいて測定した時間です。詳しい
測定条件は、ホームページの仕様一覧でご覧いただけます。　※14 実際の駆動時間
および充電時間は、使用環境により異なります。　※15 USB通信モジュール等を使用
する場合、これら周辺機器への電力供給のため、バッテリー駆動時間が短くなります。
また、電波状態やデータ通信量、接続する周辺機器によってもバッテリー駆動時間が
変わります。詳しくは、サポートページで順次ご案内します。　※16 充電しながら本機を
使用すると満充電になるまでの時間は長くなります。　※17 microSD™カードが別途
必要となります。PC-Z1J／Z1は、リカバリーデータのダウンロードが必要です。詳しく
はサポートページをご覧ください。　※18 Adobe® Flash® Lite™ 3により再生。
PC-Z1J／Z1は、ホームページよりダウンロードし、インストールする必要があります。
※19 Document Viewerで閲覧可能。ただし、一部レイアウト等が正しく表示されない
場合があります。

辞書カード付属

携帯に便利な
ソフトケース付属
（スタイラスペンも収納可能）

-R（レッド系）

-B（ブラック系）

-B（ブラック系）

-S（シルバー系）

-W（ホワイト系）

-R（レッド系）

-B（ブラック系）

-W（ホワイト系）

辞書カード付属

辞書カード付属

パソコンスタイル［辞書モデル］ パソコンスタイル［標準モデル］
オープン価格 オープン価格

《 PC-T1  端子部》 《 PC-Z1J / Z1  端子部 》

ヘッドホン出力ジャック

USBコネクター（USB2.0準拠） 

ACアダプタージャックminiUSBコネクター※
（USB2.0準拠、miniABコネクター） 

ストラップ取り付け穴microSDカードスロット

左側面 右側面

《 PC-Z1用別売品 》
NetWalker 専用コンテンツカードCE-SW05
希望小売価格 13,650 円
（税抜価格13,000円）

 ● microSD™メモリーカードに
　 7つの辞書コンテンツ／辞書閲覧ソフトを収録
 ● PC-Z1Jシリーズ付属品と同一の内容です。

手書きノートソフト
Xournal

101作品
プリインストール

12コンテンツ
内蔵

7コンテンツ収録
辞書カード付属

辞書カード
（別売）が必要

内蔵

ホームページから
ダウンロードが必要

メールソフト
Mozilla®

Thunderbird™
OpenOffice.org

ホームページ
閲覧ソフト
Mozilla®
Firefox®

タッチパネル付
5型ワイド液晶 約14mmピッチ

QWERTY配列
キーボード

内蔵ソフトウェア
キーボード

内蔵
（ⅠEEE802.11
b/g準拠）

手書きメモ 電子ブックリーダー 電子辞書 インターネット メール PCデータ活用 画面 キーボード ワイヤレスLAN電子ブックコンテンツ Bluetooth®機能

PC-T1

PC-Z1J

PC-Z1

手帳スタイル
オープン価格

NEW

■仕様一覧
インストールOS※1

CPU
メインメモリー

ディスプレイ
解像度と色数
有効画素の割合※2

入力装置 キーボード

キーピッチ／キーストローク
ポインティングデバイス
その他

記憶装置※5

ワイヤレスLAN
Bluetooth®機能

サウンド

汎用

カードスロット

サウンド機能

接続端子

通信機能

電源 バッテリー

バッテリー駆動時間※13※14

バッテリー充電時間※14

ACアダプター

電源コード

消費電力
温度／湿度条件
外形寸法（突起部除く）幅×奥行×高さ（mm）
本体質量（バッテリー含む）
リカバリー方式

主な付属品（印刷物は除く）

ユーザーエリア

Freescale Semiconductor 社製 i.MX515 マルチメディア・アプリケーション・プロセッサ

タッチパネル付 5型ワイドTFT液晶（WSVGA対応、LEDバックライト）

PC-T1 PC-Z1J/Z1

99.9993％以上

約14mm※3／約0.8mm－

クイックスタートボタン、左右クリックボタン

Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer2.1+EDR準拠（Class2）※8※9

クリックボタン

－

－

約 1.5GB※6 約2GB

スピーカー（モノラル）内蔵

内蔵リチウムイオンバッテリー※12専用リチウムイオンバッテリー（形名：EA-BL14）

約 2.5 時間（電源オフ時）※16

10～35℃／ 20～80％（非結露）

マイク入力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1

約 3.5 時間（電源オン・電源オフ時とも）

AC100V専用（日本仕様）

約 280g 約409g（専用コンテンツカード除く）

NetWalker 専用コンテンツカード（PC-Z1Jのみ付属）／
スタイラスペン（クリップ型）／ACアダプター／電源コード等

－

Ubuntu 9.04（ARM版スマートブックリミックス、シャープカスタマイズ版）

512MB固定

1,024×600（最大 65,536 色）

68キーソフトウェアキーボード

オプティカルポイント※4（光学式ポインティングデバイス）、タッチパネル

4GBフラッシュメモリー8GBフラッシュメモリー

ⅠEEE802.11b/g 準拠※7

microSD™／microSDHC™メモリーカード×1※10

USB（USB2.0 準拠）×1※8、miniUSB（USB2.0 準拠、miniABコネクター）×1※8※11

ヘッドホン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1

AC100～240V、
50/60Hz（形名：EA-87）

約 6時間※15

最大約 8.7W

AC100～240V（日本国内はAC100Vのみ）、
50/60Hz（形名：EA-UM1V）

約10時間※15

最大約 20W

約161.4×108.7×19.7～24.8約150.0×90.0×18.0～21.3

microSDカードによるリカバリー※17

■対応データ
動画

音楽

静止画

フラッシュ

その他

MPEG4、H.264、WMV（VC-1のみ）

MP3、AAC、WMA

JPEG、GIF、PNG、BMP

Flash 8※18

PDF※19

電源／
ロックスイッチ

マイク入力ジャックmicroSDカードスロット

ストラップ
取り付け穴

ヘッドホン出力ジャック

USBコネクター
（USB2.0準拠） 

上面 底面

電源LED

電源／
miniUSBコネクター※
（USB2.0準拠、miniABコネクター） 

※ ホストモードにのみ対応。クライアントモードには対応していません。

＊下記形式のデータでも、コンテンツによっては
　再生・表示できない場合があります。

http://www.sharp.co.jp/netwalker/ネットウォーカーホームページ サポートページ http://www.sharp.co.jp/support/mit/

リチウムイオンバッテリー／ソフトケース／
スタイラスペン／AC アダプター
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インターネットを、ポケットで持ち歩く

NEW

メモブックネットメール 辞書データ活用
PC-T1のみ

三笠書房
Takumi Yamazaki Ｃ

■商品ご使用について ●Ubuntu（ウブントゥ）はLinux®ディストリビューションのひとつで、Ubuntuコミュニティにより開発され、無償配布されているオペレーティングシステムです。オペレーティングシステムおよびアプリケーションソフト（電子辞書、電子ブック、SoftStylus除く）の不具合および操
作方法のお問い合わせについては、当社でサポートできない場合があります。 ●故障または誤作動等によって、フラッシュメモリー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。［キーボード、タッチパネル、
バックライト、ACアダプター、コネクター／ケーブル／スイッチ類］ ●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。 ●周辺機器をお求めになる際には、本製品に対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にご確認ください。 ●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。 ●インター
ネットに接続するには、別途プロバイダー（ⅠSP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。 ●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

■内蔵ワイヤレスLAN／Bluetooth®機能（PC-T1のみ）について ●各製品は、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。また、日本国内でのみ使用できます。 
●利用環境について：ワイヤレス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。Bluetooth®機能の通信距離は最大約10mです。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非
常に重要です。詳細については、http://www.sharp.co.jp/netwalker/info/other/wlan_security.htmlをご覧ください。 ■電波干渉に関して…各製品に搭載のワイヤレス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。 ●各製品の使用前に、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、各製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか（ワイヤレスLANの場合）、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）、航空機内などや、ワイヤレスＬＡＮ／Bluetooth®機能を使用していない時は、ワイヤレスＬＡＮ／Bluetooth®機能を無効にしてください。 ●さらに詳細な情報はこちらをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/netwalker/info/other/wirelesslan.html

■カタログ記載内容について ●画面はすべてハメコミ合成です｡実際の表示とは異なります。 ●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。 ●LCフォントはシャープ株式会社の登録商標です。 ●製品名
等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

「シャープグリーンシール」に対応しています。※1

シャープは省エネルギー、安全性、リサイクルなどの観点から商品設計のガイドライ
ンを設定し、環境配慮に優れた商品の開発を進めています。環境配慮に対する当
社独自基準を満たす商品を「シャープグリーンシール」対応商品と認定しています。

環境に配慮した材料を採用しています。

シャープ独自の環境基準を
満たす商品であることを示す
「シャープ グリーンシール」です。

グリーン材料

●主要基板上の部品接続用として無鉛はんだを使用しています。
●電気・電子機器に含まれる特定化学物質※2の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

※2 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリ臭化ビフェニール）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）。なお、一部の電子部品
に含まれる鉛はRoHS指令の除外項目に該当します。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。 
■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、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

安全にお使いいただくために●ご使用の前に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。

●製品についての
　詳しい情報は…

●シャープモバイル訪問サポート「モバイル訪問コンシェルジュ」（有料）

（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
受付日／時間　月曜日～土曜日 9:00～18:00　日曜日／祝日 9:00～17:00（年末年始を除く）

（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）日本PCサービス株式会社
受付日／時間 9:00～21:00（年末年始を除く）0120-606-756 0120-050-482

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

本    社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

I.150 PC1005P

このカタログの内容は、2010年5月現在のものです。
情-089

●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。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

Cert no. SGS-C0C-2632

トラブルなら、何でもおまかせください。電話一本で、お客様のお宅を訪問し、設定・接続からデータバックアップまでサポートします。

ホームページ：http://www.sharp.co.jp/netwalker/
サポートページ：http://www.sharp.co.jp/support/mit/

※1 PC-Z1J／Z1のみ。

モバイルインターネットツール
総合カタログ2010-5




