
パーソナルサーバー�
HG-01S 2003-2

オープン価格�

ブロードバンド、テレビ番組、デジタル写真―�

私のお気に入りの情報をモバイルで楽しめる。�
これが、ユビキタス時代のパーソナルサーバー。�

本パンフレット掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設 置・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。�

�
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ワイヤレスLAN

アンテナケーブル� パソコン�

パソコン�

携帯電話�

シャープスペースタウン�
ダイナミック�
DNSサービス�

※3　※5 ※6

※6

※1　※6 ※8

※1　※6

※1　※6

※1　※6

※6　※8

※6　※8

※1 外出先から同時にアクセスできるパソコンの台数は1台です。ファイヤーウォールなどのセキュリティのある環境からはアクセスできない場合があります。※2 使用できる携帯電話については、パーソナルサーバーのホームページにて順次ご案内いたします。http://www.sharp.co.jp/pserver/　※3 メビウスを使って、ワイヤレスLANでパーソナルサーバーに接続するには、ワイヤレスLAN内蔵の
機種以外では、別売のワイヤレスLANカードCE-WC02が必要です。※4 ワイヤレスLANステーション/ルータ機能は、理論上LANで設定できる範囲のパソコンが接続できますが、インターネット接続業者によっては、ルータ機能を使って複数台のパソコンをインターネット接続することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者にご確認ください。また、複数台のパソコンを有線LANで接
続する際は、別途ハブが必要となります。※5パソコンでテレビ・ビデオ映像を見る場合、通信環境によってはコマ落ちする場合があります。また、ご使用のパソコンのスペックによってもコマ落ちする場合があります。宅内でパソコンを使って同時にテレビを見られるのは2台までです。　※6 外出先からパーソナルサーバーにアクセスし、データを活用するためには、パーソナルサーバーをインターネットに常時接続
しておく必要があります。又、パソコン、携帯電話を使って外出先からパーソナルサーバーへアクセスする場合には、シャープスペースタウン「ダイナミックDNSサービス」（無料）を使用します。当サービスのご利用には、お客様登録およびシャープスペースタウンの情報サービス会員へのご入会（無料）が必要です。また、お客様のご利用されているインターネット接続業者、ネットワーク環境によってはご使用にな
れない場合があります。（Webサーバー・アルバム機能のご利用も同様です。）　※7本機能のご利用には、インターネット環境への接続が必要です。※8 インターネット接続業者によっては、サーバーを設置することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者にご確認ください。また、ブリッジ接続モードを持たないルータ内蔵ADSLモデムをご使用の方は外出先からアクセスできません。�

次のような場合、外出先からのご家庭のパーソナルサーバーにアクセスすることや、Webサーバー機能、公開アルバムの機能がご使用できません。　ご契約のプロバイダがプライベートⅠPアドレスを割り当てている場合。　ご契約のプロバイダが個人のサーバー運営を禁止している場合やサーバーの通信を遮断している場合。　ブリッジモードを持たないルータ内蔵ADSLモデムをご使用の場合。�



カメラ付携帯電話で�
撮影した写真�

タイトルや�
コメントを入力�

画像をメールに�
添付して投稿�

見たい画像を選択� 画像のタイトル一覧を表示� アルバムに公開�

思わず抱きしめたくなるよう
な、かわいい表情を見せるタ
ム。携帯電話ですかさず撮影
して、アルバムに登録。アル
バムに登録した画像は携帯電
話から見ることだってできる
から、友達に自慢することも
できるのよ。�

深夜に録画しておいた番組をホットスポットでゆ
っくり楽しめるの。空いた時間を有効に使えてと
っても便利。�

�
※5

楽しみにしていた特別番組。仕事で帰りが遅
くなりそう。でも、携帯電話で録画予約がで
きるから大丈夫。家に帰ってからゆっくりと
見よう。�

携帯電話で　活用する�

パソコンを屋外で　活用する�
しまった！今日の会議に必要なデータ、家のパーソ
ナルサーバーに残してき
てしまった！でも、外出
先のパソコンから家のパ
ーソナルサーバーにアク
セスして、必要なデータ
を取り出せるから大丈夫。�

●ファイルにアクセス�

Media Palette

外から録画予約   ※1

投稿�

URL�
入力�

投稿�

閲覧�

Media Palette　Mini

外からアクセス　※1※3※4

番組表表示／録画予約　※1 ※4 アルバム閲覧　※1※4

フォトアルバムに投稿・閲覧   ※1※5

ビデオストリーミング　※1※2※3※4

※1 外出先からパーソナルサーバーにアクセスし、データを活用するためには、パーソナルサーバーをインターネットに常時接続しておく必要があります。又、パソコン、携帯電話を使って外出先からパーソナルサーバーへアクセスする場合には、シャープスペースタウン「ダイナミックDNSサービス」（無
料）を使用します。当サービスのご利用には、お客様登録およびシャープスペースタウンの情報サービス会員へのご入会（無料）が必要です。また、お客様のご利用されているインターネット接続業者、ネットワーク環境によってはご使用になれない場合があります。（Webサーバー・アルバム機能のご利用
も同様です。）※2 パーソナルサーバーの機能で外出先への、MPEG-2形式のデータをストリーミング配信することは可能ですが、現在のインターネット環境では見れない場合があります。外出先からビデオを見る場合は、MPEG-4形式のデータの視聴をおすすめします。通信環境によってはコマ落ちする場合
があります。 ※3 外出先でパソコンからの録画予約やビデオの再生など、パーソナルサーバー内のご自分のコンテンツにアクセスする場合は、専用の暗号化キーを使用して認証しています。※4 外出先から同時にアクセスできるパソコンの台数は1台です。ファイヤーウォールなどのセキュリティのある環境から
はアクセスできない場合があります。※5　使用できる携帯電話については、パーソナルサーバーのホームページにて順次ご案内いたします。http://www.sharp.co.jp/pserver/

次のような場合、外出先からのご家庭のパーソナルサーバーにアクセスすることや、Webサーバー機能、公開アルバムの機能がご使用できません。　ご契約のプロバイダがプライベートⅠPアドレスを割り当てている場合。　ご契約のプロバイダが個人のサーバー運営を禁止している場合やサーバー
の通信を遮断している場合。　ブリッジモードを持たないルータ内蔵ADSLモデムをご使用の場合。�



ベッドに横になって、音楽を聞
きながら、お気に入りのドラマ
を楽しむの。パソコンでテレビ
番組が見れるから、その日の気
分に合わせて見る場所を変える
ことだってできるわ。�

登山に出かける度にデジタルカメラで撮っている山の景色。
アルバムを作成して、インターネット上に公開だ。我ながら
きれいに撮れたもんだと感心するよ。�

ホームネットワークで、必
要なコンテンツの一元化も
可能。好きな時に好きな部
屋から欲しいコンテンツを
楽しむことだってできるん
です。�

パソコンで　活用する�

テレビビューア　※1

Webサーバー（ホームページ公開）　※2※3

Webサーバー（公開アルバム）　※2※3

パーソナルサーバーを使えば、ホームページを開設するのも
簡単。同じ趣味の人たちと情報交換する場としても活用でき
るわ。�

リビングで� 寝室で�
パーソナルサーバー�

ビデオデータ� パソコンデータ� 音楽データ�

ネットワークを介してどこからでも取り出せる�

必要なコンテンツは全てパーソナルサーバーに一元化�

「My アルバム」�

�
�

Media Palette

メディアコンテナ    ※4

※1 パソコンでテレビ・ビデオ映像を見る場合、通信環境によってはコマ落ちする場合があります。また、ご使用のパソコンのスペックによってもコマ落ちする場合があります。パソコンで同時にテレビを見られるのは2台までです。※2 外出先からパーソナルサーバーにアクセスし、データを活用するためには、パーソナルサーバーをインターネットに常時接続しておく必要があります。
又、パソコン、携帯電話を使って外出先からパーソナルサーバーへアクセスする場合には、シャープスペースタウン「ダイナミックDNSサービス」（無料）を使用します。当サービスのご利用には、お客様登録およびシャープスペースタウンの情報サービス会員へのご入会（無料）が必要です。また、お客様のご利用されているインターネット接続業者、ネットワーク環境によってはご使用
になれない場合があります。（Webサーバー・アルバム機能のご利用も同様です。）※3 インターネット接続業者によっては、サーバーを設置することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者にご確認ください。また、ブリッジ接続モードを持たないルータ内蔵ADSLモデムをご使用の方は外出先からアクセスできません。※4 最大5台まで利用可能です。�

次のような場合、外出先からのご家庭のパーソナルサーバーにアクセスすることや、Webサーバー機能、公開アルバムの機能がご使用できません。   ご契約のプロバイダがプライベートⅠPアドレスを割り当てている場合。   ご契約のプロバイダが個人のサーバー運営を禁止している場合やサーバーの通信を遮断している場合。   ブリッジモードを持たないルータ内蔵ADSLモデムをご使用の場合。�



登録したキーワードや今までに見た番組の
履歴などから、テレビがおすすめ番組を教え
てくれたり、自動的に録画してくれたりす
るんだ。これで、見忘れの心配もいらないね。�

最新のニュースや天気予報、テレビ番組情報など、
出かける前に知っておきたい情報が簡単に引き
出せるから、時間のない朝に、とっても重宝し
ています。�

お料理番組の放送を見
ていると、美味しそう
な料理が！そんな時は、
Web検索機能を使って、
番組のWebページにジ
ャンプして、素早くレ
シピをチェック。�

ドラマのクライマックスシーンで、突然の来
客。どうしても席を外さなければならない時
でも、クイック録画＆追っかけ再生機能があれ
ば、ワンタッチで
録画OK。放送を録
画中でも、続きか
ら見られてとって
も便利。�

テレビで　活用する�

ワンタッチ録画＆追っかけ再生� Web検索　※1※2※3

番組ナビ    ※1

クイックリンク　※1好きなところから再生�

「クイック録画＆追っかけ再生」�

録画開始�

録画中�

登録したキーワード�
番組の視聴履歴�

おすすめ番組表示�

自動録画�

ホームページ表示�

「クイックリンク」ですばやく表示�

※1 本機能のご利用には、インターネット環境への接続が必要です。  ※2 番組表がない場合、Web検索はできません。また、外部入力やCATVなど番組表がないチャンネルではWeb検索
はできません。また、番組によってはホームページがない場合があります。  ※3　本機能は、オンティービー株式会社がインターネットで無償提供している「ONTV JAPAN」サービスの一部
を利用しています。サービス内容および仕様につきましては、予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。�



サーバーを立てて置くときは、底面
となる面に付属の縦置き用スタンド
をスタンド用ネジを使って取り付け、
左のように設置します。�

※縦置き用スタンドを取り付けるときは、本サ
ーバーの電源を切り、電源コードや接続ケーブ
ルを取り外してください。�
※本サーバーはハードディスクを内蔵していま
す。本サーバーを裏返したりするときは、振動
や衝撃を与えないように、十分に気をつけて作
業してください。�

リモコン受光部�

LANランプ�

WANランプ�

録画ランプ�

S映像入力端子�

S映像出力端子�

WANジャック�

LANジャック�

電源端子�

USBコネクター（USB1.1対応）　�

電源ランプ�

PCカードスロット�

チャイルドロックボタン�

電源ボタン�

録画停止ボタン�

録画ボタン�

クイックボタン�Web検索ボタン�

番組ナビボタン�

ジャンプボタン�

再生操作等ボタン�

基本操作ボタン�

チャンネルボタン�

縦置きで�
使用�

するとき�
�

操作ボタン�

盗難防止ホール�

映像・音声入力端子�

映像・音声出力端子�

アンテナ入力端子�

アンテナ出力端子�

縦置き用スタンドの取り付け方�

※1 ワイヤレスLANの届く範囲は屋内最大30～70m、屋外最大100～150mです。ただし、遮へい物の材質、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。　※2 100Mbps/10Mbpsを手動で設定できます。　※3 理論上LANで設定できる範囲のパソコンが接続できますが、インターネット
接続業者によっては、ルータ機能を使って複数台のパソコンをインターネットに接続することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者にご確認ください。また、複数台のパソコンを有線LANで接続する際は、別途ハブが必要になります。　※4 通信速度はⅠEEE802.11b規格による速度（理論値）であり、実行速度とは異なります。　※5 1GB＝10
億バイトで計算した場合の数値です。　※6 MPEG-2形式で録画したデータより、作成します。MPEG-4形式のみの録画はできません。　※7 ADAMS－EPG＋（アダムス・イーピージー・プラス）とは、現在地上データ放送で配信しているADAMS－EPGの番組データをインターネットからダウンロードできるようにしたものです。サービスの内容および仕様につきましては、
予告なく変更・中止する可能性があります。あらかじめご了承ください。　※8 CATVの受信には、CATV会社との契約が必要です。　※9　本製品を通して表示される映像は、実時間より2秒程度表示が遅れる場合があります。テレビモードで使用している場合、パソコンでテレビを視聴することはできません。パソコンでのテレビ放送の視聴は同時に2台まで可能です。この
時、テレビでパーソナルサーバーを通してテレビ放送を見ることはできません。録画したビデオの視聴は、テレビでの視聴に加え、同時に2台のパソコンで視聴することができます。著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴・録画できません。また、「録画1回可能」のものも視聴・録画できません。パソコンの省電力モードやスクリーンセーバーを解除してご
使用になることをおすすめします。　※10 パソコンでテレビ・ビデオ映像を見る場合、通信環境、パソコンのスペック、再生する台数、画質によっては、コマ落ちする場合があります。また、テレビ視聴/録画/再生中にインターネットを利用することは可能ですが、大量のデータ通信を同時に行うと、映像が乱れる恐れがあります。ワイヤレスLAN経由で視聴/再生する場合
、ストリーミング環境を低ビットレートに設定してください。宅外からビデオを見る場合は、MPEG-4形式データの視聴をおすすめします。　※11 本機能は、最大5台まで利用できます。　※12　テレビではアルバムの閲覧のみ可能です。　※13　ホームページによっては、正しく表示されない場合や見られない場合があります。　※14 本機能は、複数台のパソコンから同時
に使用できません。ファイヤーウォールなどのセキュリティのある環境からはアクセスできない場合があります。　※15 パソコン、携帯電話を使って宅外からパーソナルサーバーへアクセスするには、パーソナルサーバーを常時インターネットに接続しておく必要があります。また、シャープスペースタウン「ダイナミックDNSサービス」（無料）を使用します。当サービ
スのご利用には、ユーザー登録およびシャープスペースタウンの情報サービス会員へのご入会（無料）が必要です。また、お客様のご利用されているインターネット接続業者、ネットワーク環境によってはご使用になれない場合があります。　※16 使用できる携帯電話については、パーソナルサーバーのホームページにて順次ご案内いたします。
http//www.sharp.co.jp/pserver/　　※17　本機能のご利用には、インターネット環境への接続が必要です。　　�

ワイヤレスLAN�

WANジャック�

LANジャック�

�

ルータ機能�

�

�

録画方式�

最大録画時間�

番組表�

�

操作�

AV端子�

その他�

ネットワーク�

�

�

�

ハードディスク容量�

　�

録画�

�

TVチューナー�

�

�

インターフェース�

�

�
�

外形寸法／質量�

消費電力�

主な付属品�

■ハードウェア仕様�

●通信規格…ⅠEEE802.11b準拠　●使用周波数帯域…2.4GHz　●転送速度…11Mbps（最大）�

●伝送方式…DS-SS方式　●WEP…128／64bit    ●フィルタリング…MACアドレスフィルタリング�

●通信速度…10Mbps（10BASE-T）、100Mbps（100BASE-TX）   ●コネクター…RJ-45   �

●通信速度…10Mbps（10BASE-T）、100Mbps（100BASE-TX）   ●コネクター…RJ-45  �

●ポート数…1ポート�

●WANプロトコル…PPPoE、DHCP、固定ⅠP　●アドレス変更…NAT／ⅠPマスカレード　●DHCPサーバー…内蔵�

●フィルタリング…パケットフィルタリング　●ルーティング…スタティックルーティング　●ファイアウォール�

約120GB�

●圧縮方式…MPEG-2（可変ビットレート対応）、MPEG-4（パソコンのみ視聴可）�

●解像度…MPEG-2：720×480ドット、MPEG-4     ：320×240ドット�

長時間（2Mbps）：約115時間、標準（4Mbps）：約60時間、高画質（8Mbps）：約30時間（MPEG-2録画時）�

ADAMS-EPG+�

地上波チューナ、CATVチューナ、VHF：1～12ch、UHF：13～62ch、CATV：C13～C63ch�

●赤外線リモコン…付属　●操作ボタン…メニュー、機能、決定、戻る、録画、録画停止、CH+、CH-、�

カーソル×4（上下左右）、チャイルドロック�

●アンテナ…同軸75ΩF型コネクター×2（入力、スルー出力）　●映像入力…S映像端子（Mini-DⅠN）×1、�

コンポジット（ピンジャック）×1　●映像出力…S映像端子（Mini-DⅠN）×1、コンポジット（ピンジャック）×1�

●音声入力…ステレオ（ピンジャック、左右）×1系統　●音声出力…ステレオ（ピンジャック、左右）×1系統�

●PCカード…TYPEⅠⅠ×1●USB…USB 1.1対応×1�

342mm（幅）×236mm（奥行）×85mm（高さ）／約3.3kg�

最大42W、ルータモード時17W�

電源コード／S映像接続ケーブル／映像・音声接続ケーブル／アンテナ接続ケーブル／�

LANケーブル（ストレートタイプ）／縦置き用スタンド／リモコン／単3形乾電池／ゴム足    等�

テレビ視聴※9�

ビデオ�
視聴�

テレビ番組表表示�

ビデオリスト表示�

録画予約リスト表示（録画予約操作）�
�

アルバム�
�

メディアコンテナ（ファイル共有）�

インターネットプラウザ�

 ■搭載機能�

項目� 仕様�

公開したアルバムの閲覧�

写真の投稿�

自宅（宅内）　　　　　　　外出先（宅外）※15�

�パソコン�

○※10�

○※10�

○※10�

○※11�

○※11�

○※11�

○※11�

－�

－�

○※11�

－�

テレビ�

○�

○�

×�

○�

○�

○�

○※12�

－�

×�

―�

○※13

パソコン※14�

×�

○※10�

○※10�

○�

○�

○�

○�

○�

×�

○�

－�

携帯電話※16�

×�

×�

×�

○�

○�

○�

×�

○�

○�

×�

－�

MPEG-2�

MPEG-4※6�

�

作成・編集・閲覧�

 ■クイックリンク※17�
� 項目�

テレビ情報�

電話番号案内�

天気予報�

ニュース�

占い�

サービス提供会社�

オンティービー（株）�

（株）ユビキタス・ビジネステクノロジー�

シャープスペースタウン　インターネット番組表�

シャープスペースタウン　インターネット番組表�

シャープスペースタウン　インターネット番組表�

※4
※1

※2

※2

※3

※5

※7

※8

※6



接続可能なパソコンについて…以下の条件を満たしている必要があります。●OS:Windows®98 Second Edition、Windows®Millennium Edition、Windows®2000 Professional Service Pack 3以降、Windows®XP Home Edition Service Pack 1以降、Windows®XP Professional Service Pack 1以降（各OSは日本語版のみ対応しています。）●ブラウザ等：Microsoft®Ⅰnternet Explorer 5.5SP2または6.0SP1、Windows MediaTM Player 6.4また
は7.1または8.0、DirectX8.1以降　●ハードディスク空き容量：20MB以上　●CPU:Pentium ⅠⅠⅠ700MHz以上　●メモリー：128MB以上　●解像度：1,024×768ドット以上を推奨　●最大表示色：16bitカラー（65,536色）以上　●ネットワーク機能：有線LANもしくはワイヤレスLAN（ⅠEEE802.11b準拠)　●通信環境：ADSL、CATV、FTTH（それぞれに対応したブロードバンドモデム等が別途必要となります。） ●ビデオコントロー
ラー：ハードウェアオーバーレイ対応　使用できる国…本製品を使用できる国は日本国内のみです。外国では電源電圧、およびテレビ放送方式が異なるため、ご使用になれません。　インターネット接続について…本製品を利用して、インターネット接続する場合、別途インターネット接続業者との契約が必要です。動作確認済みインターネット接続業者については、パーソナルサーバーのホームページにて順次ご案内いたします。
http://www.sharp.co.jp/pserver/　ワイヤレスLAN使用環境について…ワイヤレスLANが届く範囲は屋外最大100～150m／屋内最大30～70mです。ただし、遮へい物の材質、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。　電波について…●本機は、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。　●本機の使用周波数帯は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省電力無線局、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。この機器のご使用前に、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チャンネルを変更するか、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。　●Wi-Fiとは、Wi-Fi Allianceによる無線相互接続の基準をクリアし、他社製品との互換性を保証される製品に与えられるものです。　テレビの視聴と録画について…●本製品を通して表示される映像は、
MPEG変換が行なわれるため、実時間より2秒程度再生が遅れる場合があります。　●テレビでテレビ放送を視聴されている場合、パソコンでテレビを視聴することはできません。パソコンでのテレビ放送の視聴は同時に2台まで可能です。この時、テレビでテレビ放送を見ることはできません。録画したビデオの視聴は、テレビでの視聴に加え、パソコンで同時に2台まで視聴することができます。また、テレビ放送やビデオ再生を除
くコンテンツの利用は最大5台まで利用することができます。　●ビデオ映像は複数台のパソコンおよびテレビで視聴できますが、再生する台数、または画質によって、映像がコマ落ちする場合があります。お使いのパソコンのスペックによっては映像がコマ落ちすることがあります。また、ワイヤレスLAN経由で視聴／再生する場合、ストリーミング環境を低ビットレートに設定してください。　●テレビ視聴／録画／再生中にイン
ターネットを利用することは可能ですが、大量のデータ通信を同時に行なうと、映像が乱れる可能性があります。パソコンで視聴するには、本製品から付属ソフトをインストールする必要があります。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴・録画できません。また、「録画1回可能」のものも視聴・録画できません。　●パソコンをパーソナルサーバーに接続してテレビ視聴やタイトル再生を行なう際、PC省電力モー
ド・スクリーンセーバーを解除してご使用になることをおすすめします。　外出先からのアクセスについて…パソコン、携帯電話を使って外出先からパーソナルサーバーへアクセスする場合には、シャープスペースタウン「ダイナミックDNSサービス」（無料）を使用します。当サービスのご利用には、お客様登録およびシャープスペースタウンの情報サービス会員へのご入会（無料）が必要です。また、お客様のご利用されているイ
ンターネット接続業者、ネットワーク環境によってはご使用になれない場合があります。（Webサーバー・アルバム機能のご利用も同様です。）　その他…●本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画されなかった場合、および録画済みのデーターが消えてしまった場合、データーの保証、および付随的な損害（事業利益の損失など）に対して、当社は一切の責任を負いません。　●内臓ハードディスクに記憶したアルバムの
データーは、外付のハードディスクにバックアップされることをおすすめします。　●ハードディスクは有寿命部品です。長期間使用した場合、早期の交換が必要となります。　●万一、ハードディスクが破損、または故障した場合、録画したデータの修復はできません。　●リモコンはパーソナルサーバー専用です。●プロードバンドサービスのご利用には、サービス会社へのお申し込み・工事・接続のための機器などが必要となり
ます。また、一部サービスが開始されていない地域もあります。�

万一の故障の場合は…　電話一本でスピーディーに回収・修理。�

修理時にお預かりさせていただくもの�

●修理品本体    ●「パーソナルサーバー診断シート」�
●保証書（保証期間内の場合）�
   保証期間については、保証書に記載されています。（必ずお買い上げ日のわかるものをご提出ください。）�
●付属品類（必要時）�

2003.02MNPS PF1

■商品ご理解のために�

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。　　　　　　　�

■「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。�

■このパンフレット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。�

●ご購入の際は、購入年月日・販売店など�

　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。�

■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。�

●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�

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内容は、2003年2月現在のものです。�

パーソナルサーバーのこと、もっと知りたい人に。�

パーソナルサーバーホームページ�

http://www.sharp.co.jp/pserver/
パーソナルサーバーホームページ�

パーソナルサーバーを「安心」「便利」にお使いいただくためのサポートメニュー。�

●本パンフレット掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・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。�

パーソナルサーバーの製品情報から使
いこなし情報、イベント情報など、幅
広い情報を提供しています。パーソナ
ルサーバーユーザーの方も、これから
購入しようという方も必見のホームペ
ージです。�

�

●画面は2003年2月現在のものです。�

●画面は2003年2月現在のものです。�

●画面は2003年2月現在のものです。�

●製品情報�

●活用ガイド�

●トップページ�

■パーソナルサーバーについてのご注意�

お問い合わせ先�
お客様相談センター�
東日本相談室  043-299-8021�
西日本相談室  06-6794-8021�
※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。�
※通話料はお客様負担となります。�

月曜日～土曜日  AM9：00～PM6：00�
日曜日、祝日      AM10：00～PM5：00�
年末年始および天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませて�
いただくことがありますので、あらかじめご了承ください。�

※ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話、�
PHSからはナビダイヤルはご利用いただけません。�

万一の故障の際、下記のパソコン修理相談センター（ナビダイヤル）にお電話いただければ、シャープ�
指定の集配業者を訪問させていただき、機器を回収。修理完了後に、お客様にお届けいたします。�

お買い上げから1年以内なら…　無償引取り修理サービスをご利用いただけます。�
◎運送費、修理費：無料（保証書「無料修理規定」に基づく） ◎サービスエリア：日本全国（離島を除く）�

お買い上げから1年を経過した場合は…�
◎有償による引取り修理サービスとなります。 ◎詳細については製品同梱の「修理窓口のご案内」をご覧ください。�

        パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）�

                    0570-01-4649※�
受付日／時間（年末年始は除く）�
月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:00�
日曜日／祝日　　AM10:00～PM5:00�
�

■商品ご使用について　●本パンフレットに掲載の各製品にプリインストールされているソフトウェア（添付品を含む）は、バージョンや搭載機能およびマニュアルなどの付属品が市販のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●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。●インターネットやパソコン通信へのアクセスには、各プロバイダーの定める利用料金とアクセスポイントまでの電話料金が必要です。●パーソナルサーバーの利用を目的として提供されるイン
ターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なしに変更・中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。●メビウス／パーソナルサーバーを利用して音楽用CD等各種CD、TV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や編集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無いにもかかわらず、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ので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、メビウスにおいての写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことはもちろん、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。�
■パンフレットについてのご注意　●ディスク容量の表記は、１GB＝１0億バイトを使用しています。●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もありますので、あらかじめご了承ください。●Microsoft、Windows、は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。またWindows Media、Microsoft Ⅰnternet Explorerロゴは
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。 ●PCMCⅠA:Personal Computer Memory Card Ⅰnternational Association●PCカードとは、社団法人電子情報技術産業協会とPCMCⅠAとの間で共同して標準化をすすめているカードの名称です。●「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。�

■商品ご理解のために�
�

パーソナルサーバー設置サービス�
パーソナルサーバーをご購入いただいたお客様を対象に、設置サービス(有料）を�
実施しております。�

■ 設置サービス基本コース　16,000 円（税抜価格）�
   1. 本製品のインターネットへの接続�
  2. 本製品のテレビへの接続（設置ご希望のテレビに、接続に必要な空き端子が必                 
　　　要です。）�
     3. チャンネル設定（但し本製品のテレビ受信に必要なアンテナ設備が必要です。）�
     4. 弊社が定めた必要仕様を満たしたパソコン1 台に対する下記設定�
          a. LAN の接続・設定�
          b. 本製品に付属のソフトウェアのインストール�
         c. 現在ご使用中のインターネット環境（WEB・メール）の再設定�
           （但し本製品と接続するモデムの機器により設定できない場合があります。）�

■ 設置に関する制限事項�
     次の項目に該当する場合は設定作業は行えません。�
    1. 接続する通信事業会社の設置条件（規定等）に違反する恐れがある場合。�
   （通信事業会社によっては複数台の接続に制限をかけているところがありますの                                      
　　　でご確認願います。）�
     2. 法律違反またはその恐れがある場合。�
       （違法コピーソフト等がインストールされているパソコン等。）�

■ 追加オプション�
     2 台目以降の増設パソコンのLAN 接続設定（有線／ 無線）／１台当り　２ ,000 円（税抜
　　価格）。お客様の使用環境によっては作業をお引き受けできない場合があります。�

■ お申込み先�
   「パーソナルサーバー設置サービス申込み受付係」�
     ◆ 設置サービス申込み受付はFAX に限らせていただきます。�
         受付時間：土曜・日曜・祝日・年末年始を除く　9：00～17：00�

　                  FAX 番号　�
     FAX の受信確認については、TEL：03 - 5711 - 8100 へお電話ください。�


