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すべてオープン価格 

本新製品ニュース掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事及び使用済み商品の引き取りなどの費用は、販売店におたずねください。 
 

※SL-6000Lは無線LANを、SL-6000Wは無線LANとBluetooth  を内蔵。 

※これらの専用アプリケーションを利用する用途には、ソフト開発・関連機器購入・導入運用等の費用が必要となります。 

※画面はハメコミ合成したものです。 
　視野角や色調、表面の質感などは 
　実物とは異なります。 
※写真はSL-6000Lです。 

営業・金融渉外業務の 
支援ツールとして 発注・棚卸業務ツールとして 設備点検業務ツールとして 

屋外でも、屋内でも見やすい半透過型高精細システム液晶（4.0型 480ｘ640ドット）搭載 

文字入力が容易なスライド式キーボード搭載 

CFカードスロット、SDカードスロット、USBホストⅠ/F標準搭載 

別売CF拡張アダプター装着時、CFカード2枚、充電池2個同時使用可能 

堅牢なボディと、信頼性の高いFlashファイルシステム採用 

ネットワークと手軽に連携できる無線LAN内蔵、Bluetooth 内蔵モデルも用意 

こんな用途に 
活用できます 

R

R



■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 

本新製品ニュースの内容は、2003年12月現在のものです。 

■「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。 
■この新製品ニュース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、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。 

西日本相談室 〒５８１-８５８５　八尾市北亀井町３丁目1番７２号 　電話（０６）-６７９４-８０２１ 
東日本相談室 〒２６１-８５２０　千葉市美浜区中瀬1丁目９番２号 　電話（０４３）-２９９-８０２１ 

●ご相談窓口…お客様相談センター ●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など 
　所定の事項を記入した「保証書」を必ず 
　お受けとりください。 

●リース・クレジットのご用命・お問い 

　合わせはシャープファイナンスへ 

●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。 

安全にお使いいただくために 

■主要搭載ソフト ■SL-6000仕様 

OS／プラットフォーム 
CPU 
表示 
 
Flashメモリー　 
RAM 
カードスロット 
 
接続端子 
 
 
オーディオ 
電源 
 
無線LAN 
Bluetooth 
キーボード 
使用時間 
外形寸法  
（突起部を除く） 
使用･保存環境 
 
耐落下衝撃性能 
質量（液晶保護カバー除く） 
付属品 

Embedded Linux ／Open PDATM 

Ⅰntel  PXA255プロセッサ（400MHz） 
4型　半透過型システム液晶（バックライト付） 

480 x 640 ドット（65,536色）、 アナログ抵抗膜方式タッチパネル 
64MB（ユーザーエリア約 25 MB） 

RAM 64MB  
SDカードスロット×1、CF（コンパクトフラッシュTM）カードスロット（TypeⅡ）x 1 

（別売のCF拡張アダプター CE-JC2に CFカードスロット x 1） 
USB ホスト端子（ver１.1対応、mini Aタイプ）、 赤外線通信ポート（ⅠrDA方式:115Kbps）、 

Ⅰ/Oポート （１６ピン、別売のクレードルCE-ST10接続用）、 
拡張バス（80ピン、別売のCF拡張アダプターCE-JC2接続用）、イヤホンマイク端子（2.5φ、3極） 

内蔵スピーカー、内蔵マイク 
リチウムポリマー充電池 （EA-BL09）同梱 、ACアダプター同梱、 

バックアップ電池（リチウム２次電池）内蔵 
 
 

スライドカバー付きQWERTY キーボード 
別表記載 

液晶保護カバーを取り付けない状態　約79.8mm（幅）× 約158mm（奥行）× 約20.4mm（厚さ） 
液晶保護カバーを取り付けた状態　約79.8mm（幅）× 約158mm（奥行）× 約23mm（厚さ） 

使用温湿度　0～40℃、20～90％RH（非結露） 
保存温湿度　-20～60℃、5～95％RH（非結露） 

１ｍ※ 

 
液晶保護カバー､リチウムポリマー充電池（EA-BL09）1個、ACアダプター、ACコード、 

タッチペン（本体装着）、CFスロット保護カード（本体装着）、Ⅰ/Oポートカバー（本体装着）、 
セットアップガイド、取扱説明書、お客様ご相談窓口のご案内、保証書 

形名 

ザウルスに関する最新情報など多くの情報が入手できるポータルサイト　 http://ezaurus.com/ 

法人向のホームページ「Zaurus Business Solution」には活用提案／導入事例／開発環境などの情報を掲載　 http://ezaurus.com/bzsolution/

ザウルス本体の拡張性 
■周辺機器とシステム構成 
 CF拡張アダプターCE-JC2（別売）装着 

■著作権等に関するお願い●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っている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物を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、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を越えて複製物・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ので、そのような利用方法は、厳重にお控えください。また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する場合、他人の肖像を勝手
に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。 
■ご使用に当たって　●本機発売後に発表・発売されたサービスや周辺機器等に対する動作保証は出来ません。●本製品は､日本国内での使用を目的に設計されています。●周囲の温度や使用条件によって、電池
の使用時間が短くなります。●航空機の中など、飛行の障害の原因となる為､使用が制限または禁止されている場所では、使用できない場合があります。●使用誤りや､使用中に生じた故障により記憶内容が変化した
り､消失したりする場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については､当社は､一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。（重要な内容は、パソコンやカードにバックアップをとり、必ずメ
モ帳やノートに控えておいてください。）●故障時の修理の際には､本体メモリーにお客様が記録されたデータやインストールされたソフトウエアは､消去されます。あらかじめご了承ください。 
■取り扱いのご注意　●製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示部(画面)などの破損の原因となります。ハンドストラップなどをご利用になって落下しないようご注意ください。 
■液晶パネルに関して●非常に高い精密度の技術でつくられており､99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。 
■新製品ニュースについて●画面は､開発中のものであり、ハメコミ合成です。●商品や画面の色調は､印刷の為実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●製品改良の為、仕様の一部を予告なく
変更することがあります。●掲載された製品の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。 

●Linux は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●JavaTM、Personal JavaTM は、米国及びその他の国における米国Sun Microsystems,Ⅰnc.の登録商標または、商標です。●Open PDATM は、米国
Metrowerks Corporation の登録商標または商標です。●OperaはOpera Software ASA, Inc.の商標です。●HancomMobileWord、HancomMobileSheetは、HancomLinux,Ⅰnc.の登録商標です。●コンパクトフラッシュTM はSanDisk 
Corporationの商標です。●SDロゴは商標です。●Bluetooth 及びBluetooth のロゴは米国BluetoothSⅠG,Ⅰnc.の登録商標であり、SL-6000Wはロゴ認定を取得予定です。●その他の会社名、製品名は､各社の登録商標または商標です。 

※1 インターネットに接続しホームページを連続閲覧 
※2 本体の電源を切っていても、RAMとRTC（時計機能）のバックアッ
プのために充電池は消耗します。満充電後ご使用にならなくても、約15
日経過すると充電池が完全に消耗します。 

ブラウザ [Opera 7.25、XHTML 1.0/HTML 4.01準拠、
CSS対応、JavaScript 1 . 5サブセット仕様、フレーム対
応、Cook ie対応、SSL/TLS（ 1 2 8 b i t ）対応 ]、メール
ソフト、ネットワーク設定（接続設定アシスト）、PIM（ア
ドレス帳・カレンダー・ToDo）、イメージノート、メモ帳、世界時計、
電卓、ワープロ（H a n c o mM o b i l e W o r d ）、表計算
（HancomMobi leSheet）、プレゼンテーション、ボイスレコー
ダ、JavaTM（Java ２ Platform,Micro Edition CDC/Personal 
Profile準拠）、7桁郵便番号辞書、ユーザー辞書 

■使用時間※2
（使用温度25℃で連続的に使用した場合の目安時間） 

バックライト 
 
消灯 
 
 
出荷時設定 
の明るさ 
 
 
明るさ最大 
 
 
 

　　 使用状態 
 
カレンダー連続表示 
P-in m@ster使用時※1 

内蔵無線LAN使用時※1 
カレンダー連続表示 
P-in m@ster使用時※1 
内蔵無線LAN使用時※1 
カレンダー連続表示 
P-in m@ster使用時※1 
内蔵無線LAN使用時※1

   本体のみ 
 
約15時間30分 
  約5時間40分 
  約3時間50分 
  約9時間20分 
  約4時間 
  約3時間10分 
  約4時間 
  約2時間40分 
  約2時間10分 

CF拡張 
アダプター装着時 

 約31時間 
 約11時間20分 
   約7時間40分 
 約18時間40分 
   約8時間 
   約6時間20分 
   約8時間 
   約5時間20分 
   約4時間20分 

SL-6000N SL-6000L SL-6000W

約255g 約262g 約264g

----- Bluetooth 内蔵 
無線LAN（ⅠEEE802.11b）内蔵 -----

■別売周辺機器 

CE-JC2 
CE-ST10 
EA-BL09

CF拡張アダプター 
クレードル 
リチウムポリマー充電池 

商品名 品番 希望小売価格 

オープン価格 
オープン価格 
オープン価格 

R

R

R R

R

※ザウルス以外は別売品、または他社製品です。 

当社指定のUSB機器 

USBホストⅠ/F

PHSカード、メモリカード他 

SDカード型 

無線LANアクセスポイント（WiFi対応） 

無線ＬＡＮネットワーク 

CFカード 
スロット 

リチウムポリマー 
充電池 

（EA-BL09） 

CFカード型 

GPSカード、PHSカード、カメラカード、 
メモリカード、バーコードリーダーカード等 

USBケーブル 

ザウルスをクレードルに 
装着し、パソコンと連携 

PC
クレードル 
CE-ST10

CF拡張アダプターを本体底面へ
装着した時のイメージ図 

ザウルスに別売CF拡張アダ
プターを装着すると、CFカー
ドが2枚、充電池（EA-BL09）
が2個、同時に使え、拡張性
が高まります。 

CF拡張アダプターCE-JC2仕様概要 
・CFカードスロット（１スロット装備） 
・リチウムポリマー充電池EA-BL09同梱（1個） 
・Ⅰ/Oポート（1個、本体のⅠ/Oポートと同時使用不可） 
・質量160ｇ（リチウムポリマー充電池、CFスロット保護カード含む） 
・サイズ：約82mm（幅） × 約160.5mm（奥行） × 約20.2～24.3mm（厚さ） 
・本体装着時のサイズ： 
  約82mm（幅） × 約160.5mm（奥行） × 約35～39.1mm（厚さ） 

底面イメージ図 
 

クレードルCE-ST10（別売）装着 

■商品ご理解のために 

R R

●本機に搭載している機能をご使用になるためには、別途、設備や相手側機器あるいはインターネットサービスプロバイダ等のサービス契約が必要になる場合があります。●USB機器およびBluetooth 機器の接続については当
社指定のものに限られます。また、別途ドライバーソフト等の開発または購入が必要な場合があります。●無線LAN機能、Bluetooth 機能をご使用になるには、対応するアクセスポイントなどの設備や相手側の機器が必要です。 

R

R

Bluetooth 
対応プリンタ 

Bluetooth  対応 
携帯電話 

当社指定のBluetooth  機器 

Bluetooth  接続 
R

R

R

R

※ 当社テスト基準によるもので、繰り返しの製品落下を保証するものではありません。 


