
● 保守サービス・
　修理のご相談

このカタログの内容は、2019年11月現在のものです。
H.5ビ（シ）-1340 RZE361K

●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

本 社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

■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

■商品ご理解のために

■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、下記におたずねください。

● 商品については…

●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。

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社

■PHS・IP電話からは…
043-332-9957（東日本）
06-6794-9677（西日本）

安全に関する

ご注意

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号　電話（043）299-8405
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■商品の保証について ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に本製品のハードウェア部分が故障した場合には、お買い上げの
販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書
をよくお読みください。 ■商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。●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あらかじめご了承ください。●画面輝度は経年低下するので、一定の輝度を維持するものでは
ありません。 ■カタログについてのご注意 ●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または商標です。●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating 
systemです。●インテル、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Association
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。●製品改良のため、仕様および外観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。●写真はイメージです。●画面は全てハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●補助記憶装置の容量の表記は1GB=10億バイトを使用して
います。 ■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●リース・クレジットのご用命は
　シャープファイナンスへ。

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社ホームページ https://www.sharp-sbs.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・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。
●写真はイメージです。 ●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。

POSターミナル

2019-11

CPUボックス

RZ-E3616/E3816
POS LCDタッチユニット

RZ-E3L0J/E3L5J/E3L6J

https://jp.sharp/business/pos/

RZ-E3L0J RZ-E3L5J
13.3型ワイド

TFTカラー液晶
15型

TFTカラー液晶
静電容量型10点対応タッチパネル、フルフラット

1920×1080（FHD） 1024×768（XGA）
約250cd/m2 約350cd/m2

約4kg 約5kg
幅329×奥行207×高さ275

（表示部 幅329×高さ218）
幅360×奥行224×高さ291

（表示部 幅360×高さ283）

RZ-E3L6J
15.6型ワイド

TFTカラー液晶

1366×768（WXGA）
約190cd/m2

約5kg
幅402×奥行209×高さ290

（表示部 幅402×高さ251）

約0°～70°（水平を0°とした場合）

機種

表示

タッチパネル

RZ-E3616
装着時

RZ-E3816
装着時

解像度
輝度※1
チ
ル
ト
機
能
質量
外形寸法［mm］

（突起物を除く）※2 

  

拡張I/Oボックス
RZ-E3IO1

10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T

Windows®サウンド

ROM（BIOS）

COM＊4 5V/12V電源供給対応

COM＊4 5V/12V電源供給対応

COM＊4

COM

COM

COM1

COM2

COM3（RZ-E3816のみ）

1スロット
標準メモリー（4GB）

※1 出荷時状態における標準値。※2 チルト角70°の場合。※3 標準メモリーと差し替えが必要です。※4 環境条件下での使用を遵守して
ください。※5 80mmの場合。58mmの場合は最高200mm/sです。印字速度は設定、使用環境や印字される内容によって変化します。

システム構成図

磁気カードリーダー
RZ-E3MR2

磁気カードリーダー専用
USB

カスタマディスプレイ
RZ-E3DP1＊3

カスタマディスプレイ専用
COM

液晶カスタマディスプレイ
RZ-E3D1O＊3

液晶カスタマディスプレイ専用
USB

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 2.0

USB 2.0

増設メモリー（8GB）＊1＊2

SSD（120GB）

増設SSD（120GB）
（RZ-E3816のみ）＊1

RAID1設定可能
（RZ-E3816のみ）

Mini DisplayPort 1

Mini DisplayPort 2
（RZ-E3816のみ）

タッチカスタマディスプレイ
RZ-E8TP1

POS LCDタッチユニット
RZ-E3L0J（13.3型ワイド、FHD）

または
RZ-E3L5J（15型、XGA）

または
RZ-E3L6J（15.6型ワイド、WXGA）

サーマルプリンター＊1

VGA変換ケーブル＊1

CCDハンドスキャナー
RZ-4BR2U

レシートプリンター
RZ-E3PRJ＊7

ドロア用I/F

漢字カスタマディスプレイ
RZ-4DP2＊6

CCDハンドスキャナー
RZ-4BR2C＊5

レシートプリンター RZ-E3PRJ
本体一体設置または
別置き設置

POS LCDタッチユニット 仕様

（1基増設可。増設時RAID1設定可。）

RZ-E3616
インテル® Celeron® J1900 

SSD（120GB）×1　

機種
CPU
OS
メモリー
補助記憶装置

インターフェース

約0.5kg 約1.2kg質量 

CPUボックス 仕様

COM×2、Mini DisplayPort×1

USB3.0×4、USB2.0×2、ドロア用I/F（RJ-11）×1、LAN（Ethernet）×1、カスタマディスプレイ
専用COM×1、液晶カスタマディスプレイ専用USB×1、磁気カードリーダー専用USB×1

COM×3（COM変換ケーブル×3本同梱）、
Mini DisplayPort×2

SSD（120GB）×1

Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB（64bit）
標準4GB（最大8GB※3）

インテル® CoreTM i3-6100U 
RZ-E3816

システム 仕様
AC100V（3ピン）、1.5A、50/60Hz

65W 
電源
ACアダプター 

温度5℃～35℃ 湿度10～90％RH（非結露）
温度ー10℃～55℃ 湿度10～90％RH（非結露）

環境条件
※4

 動作条件
保管条件

※1 シャープ株式会社製のオプションです。
※2 シャープマーケティングジャパン株式会社
　　ビジネスソリューション社の取扱い商品です。

ドロア UP-J4DW1

ドロア UP-J36DW4

自動釣銭機

据置型スキャナー＊1

シャープ製オプション※1

他社製オプション※2

標準装備

＊1 当社推奨品に限ります。
＊2 標準メモリーと差し替えが必要です。
＊3 同時表示不可。
＊4 COM変換ケーブルにてD-Sub9ピンに
　  変換（RZ-E3816のみ）。
＊5 COM1またはCOM2接続のみ。
＊6 COM2接続のみ。
＊7 USB3.0接続のみ。

オプション

● タッチ機能：なし
● 質量：約985g
● 外形寸法：W263×
　D26×H169mm
● 輝度：約250cd/m2

● 質量：約4kg
● 外形寸法：W230×
　D260×H202mm
● 印字速度：最高250mm/s※5
● 用紙：58mm/80mm

液晶カスタマディスプレイ RZ-E3D1O
本体一体設置タイプ
10.1型TFTカラー液晶

● 質量：約95g
● 外形寸法：W33×
　D123×H32mm

磁気カードリーダー RZ-E3MR2
本体一体設置タイプ

● 質量：約210g
● 外形寸法：W161×
　D26×H65mm
● 表示文字数：半角20文字×2行

カスタマディスプレイ RZ-E3DP1
本体一体設置タイプ

（英数字、記号、カナ表示）

● 質量：約145g
● 外形寸法：W129×
　D38×H41mm
● RS-232（D-Sub）×2

拡張I/Oボックス RZ-E3IO1
スタンド内設置タイプ

◎ シャープマーケティングジャパン株式会社の取扱い商品
です。詳細は営業担当にお問い合わせください。

ハンドスキャナー
RZ-4BR2U
RZ-4BR2C
● 質量：約85g
　（ケーブル含まず）
● 外形寸法：W74×
　D157×H75mm

タッチカスタマディスプレイ
RZ-E8TP1
● 別置きタイプ
● 8型TFTカラー液晶
● タッチ機能：あり
● 質量：約1.1kg
● 外形寸法：W201×D141×H206mm

漢字カスタマディスプレイ
RZ-4DP2
● 別置きタイプ
● 英数字、漢字カナ表示
● 質量：約800g
● 外形寸法：W240×
　D97×H124mm

他
社
製
オ
プ
シ
ョ
ン

LAN（Ethernet）

スピーカー

約8°～70°（水平を0°とした場合）

● 質量：約9kg ● 外形寸法：
W425×D465×H120mm
● マネーケース：硬貨６、紙幣４

ドロア UP-J4DW1

● 質量：約7kg ● 外形寸法：
W355×D420×H122mm
● マネーケース：硬貨６、紙幣3

ドロア UP-J36DW4

据置型スキャナー
● メーカー名：DATALOGIC S.p.A
　　　　　  Zebra Technologies Corp. 

サーマルプリンター
● メーカー名：セイコーインスツル株式会社
　　　　　  セイコーエプソン株式会社 

CPU：インテル® Celeron® J1900（RZ-E3616） または インテル® Core™ i3（RZ-E3816）

15.6型 15型13.3型

スタイリッシュ＆フレキシブル、
新スタイルのタッチPOSターミナル。

15型

13.3型
レシート
プリンター

+



商品を組み合わせて12通りのシステム構成に対応 高い信頼性 充実の基本機能

スタンド
スタイル

フラット
スタイル

プリンター
一体スタイル

ACアダプターを収納できるスタンド部分は、
幅231mm×奥行201mm（設置部）でサイズ
もコンパクト。POS周辺がすっきりと片付き、
お手入れもしやすくなります。

■ 省スペース設計でPOSまわりすっきり
信頼性の高いSSD（ソリッドステートドライブ）
を採用。駆動部品がないため振動や衝撃に
強く、安定した稼働を実現します。

■ 安定稼働を支えるSSD搭載
内部への埃の侵入を抑えるほか、ファン
の回転音が発生しないため、お店の雰囲
気を損なうことなく静かに運用できます。

■ 埃と駆動音を抑えるファンレス設計

オプションのSSD増設時には、ミラー機能により1台のSSDが故障しても、もう一方の
SSDで継続運用できるシステム構築が可能※5。万一のトラブル時にも、業務への影響を
最小限にとどめます。

■ ミラー機能対応による信頼性の向上（RZ-E3816）

接客方法やカウンタースペースに応じて、POS LCDタッチユニットは3サイズ、CPU
ボックスは2モデルから選択。最適なユニット構成でシステムを導入できます。異な
る構成のPOSを併用する場合でも、店舗の統一感を損なわないよう、デザインコン
セプトも共通化しています。

■ 選べるPOS LCDタッチユニット＆CPUボックス
オプションのレシートプリンターは、POS LCDタッチユニットとの一体設置に対応。
プリンター設置スペースが不要となり、限られたカウンタースペースを有効活用
できます。もちろん、別々に設置することも可能です。

■ コンパクトに一体設置できるレシートプリンター（オプション）

投 影 型 静 電 容 量 方 式タッチパネルを搭 載 。画 面スクロール、
拡大、縮小なども、タブレット端末感覚で操作できます※1※2。

■ 直感的に操作できる静電容量型タッチパネル採用
チルト機能を搭載しているので、お客様の視界に入らないように、
POSをフラットにしてカウンター内に収めることができます※3。

■ 店舗のイメージを損なわないフラット設置が可能

POS LCDタッチユニットのフロントパネル部は、IEC（国際電気標準会議）によって定め
られている防塵・防滴の保護規格IP65に準拠しています※4。

■ 水や埃が侵入しにくい防塵・防滴設計（フロントパネル部のみ）

COM、USB、Mini DisplayPortなど、豊富なインター
フェースを備え、さらにオプションで拡 張 I / O
ボックスをラインアップ。スタンド内に収納して、
手軽にインターフェースを増設できます。

■ 豊富なインターフェースを装備

※7 正常シャットダウン後、電源保持状態で有効。
※8 ネットワーク経由で離れた場所に設置してあるパソコンの電源をオンにする機能。

Wake On LAN※8をサポート。夜間のPOSデータ集配信やメンテナンスが可能です。開店
前に一斉起動させるなど柔軟なシステム構築・運用を実現します。

■ LANによるシステム立ち上げが可能※7

POS LCDタッチユニットの前面は、液晶表示部分とフレームの境目がないフルフラット
デザイン。境目に埃がたまらず、お手入れが簡単です。

■ お手入れしやすいフルフラットパネル

キャンペーンやイベント告知など注目度の高い
情報を発信できる液晶カスタマディスプレイ、注文
内容や合計金額などをお客様自身でタッチ確認
できるタッチカスタマディスプレイのほか、漢字カス
タマディスプレイなどもご用意しています。

■ 多彩なカスタマディスプレイ（オプション）

拡張I/Oボックス（オプション）装着時

タッチカスタマ
ディスプレイ

漢字カスタマ
ディスプレイ

会計業務から、セルフ端末用途まで。選んで、組み 合わせて、店舗運営に適したシステム構成を実現。

CPUボックス インターフェース

※5 SSD故障時は速やかに交換が必要です。サービス担当にご連絡ください。

※4 当社テスト基準による。《IP6X：防塵》塵埃の侵入が完全に保護されていること。《IPX5：防滴》あらゆる
方向からのノズルによる噴流水に対して保護されており、有害な影響を及ぼさないこと。経年劣化や落下
衝撃が加わった後は、防塵・防滴性能が低下し、保証しかねます。

RZ-E3L5Jと
RZ-E3816を
組み合わせた場合

※1 対応アプリケーションのみ。
※2 濡れた手や手袋を使用してタッチすると反応しない場合があります。

※3 RZ-E3616装着時の13.3/15/15.6型のチルト機能は約0°～70°、
RZ-E3816装着時の13.3/15/15.6型のチルト機能は約8°～70°です。
いずれも水平を0°とした場合の角度です。

××

 POS LCDタッチユニット CPUボックス レシートプリンター

一体設置

別置き設置

インテルⓇ CeleronⓇ

プロセッサー搭載 

インテルⓇ Core™ i3
プロセッサー搭載

13.3型
RZ-E3L0J

15型
RZ-E3L5J

15.6型
RZ-E3L6J

RZ-E3616

RZ-E3816

全国をカバーするサービス拠点網でお客様をサポートします。夜間や休日のトラブル
のお問い合わせに365日24時間対応も可能です。

■ 365日24時間対応のお客様サポート※6

※6 別途ご契約が必要です。

約
10

5m
m

画面比率 4:3

画面比率 16:9(ワイド)

RZ-E3L5JとRZ-E3616を
組み合わせた場合

POS LCDタッチユニット 外形寸法図

13.3型 ＜RZ-E3L0J＞ 15.6型 ＜RZ-E3L6J＞

単位：mm

●設置部：幅231mm×奥行201mm。
●レシートプリンターと一体設置した場合：奥行260mm（13.3/15/15.6型）、高さ468mm（13.3型）/483mm（15型）/480mm（15.6型）。
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COMMini DisplayPort USB
3.0

USB
2.0

LAN
ドロア

DC-IN

＜RZ-E3816＞

USB
3.0

COMMini DisplayPort USB
2.0

LAN
ドロア

DC-IN

CPUボックス RZ-E3816には、インテル® Core™ 
i3-6100Uを採用。販促動画の再生や多様化す
る店舗業務アプリケーションも高速で処理、
業務効率の向上に貢献します。

■ 高速CPUを搭載（RZ-E3816）

15型 ＜RZ-E3L5J＞


