シャープがお勧めするWindows Vista® Home Premium

パソコン
総合カタログ
インターネットAQUOSは、
「シャープグリーンシール」に対応しています。

2008-6

環境に配慮した材料を採用しています。

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。また、

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。

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。

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

「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JⅠS C 0950）」
（通称J-Moss）
に定められる特定化学物質※1の含有率がＪ-Mossで定める
基準値以下となっています。

ル」対応商品と認定しています。

※1 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、
及びバックライトに含まれる水銀はJ-Mossの除外項目に該当します。

省 エネ
●省エネ法

低消費電力など、環境に配慮。

リ サ イ ク ル 再生素材を積極的に採用しています。

本カタログに掲載のパソコンは、省エネ法で2007年度までに達成

● PCリサイクル

しなければならない目標基準値を100%以上達成しています。

アクオ ス の 楽 し み を パ ソ コン の 世 界 に 拡 げ る

このマークが表示されているシャープ製品は、新たな料金のご負担な

しで弊社が収集・運搬・再資源化いたします。申込方法など、詳細は弊社ホームページ

※「省エネルギー基準達成率」について…省エネルギー基準達成率が100％以上の場合については、100％以上
200％未満=A、200％以上500％未満=AA、500％以上=AAAで表示しています。
※「エネルギー消費効率」
とは…省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/home.htmlをご参照ください。

■商品ご理解のために
■液晶カラーテレビについて
●テレビのV型
（３２V型など）
とは、
有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■パソコンのご使用について
●本カタログ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
（付属品を含む）
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。
また、一部ソフトウェアのマニュアルは、
オンラインマニュアル
（ソフトウェアのヘルプ機能等）
で代用しているものがあります。●修理サポートではデータバックアップ作業はお引き受けいたしてお

も、
プリインストールされているOS
（日本語版）
のみをサポートしています。Each model in this catalogue only supports the
pre-installed Japanese language operating system; other operating systems are not supported.

●Windows

Vista®に

は、
オンライン手続きで上位エディションにアップグレードできる
「Windows Anytime Upgrade」
が用意されてますが、
「Windows

りません。 ●故障または誤作動等によって、
ハードディスク等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

Anytime Upgrade」
に関していかなる保証も責任も負いかねますので、
あらかじめご了承ください。●ソフトウェアや周辺機器をお求

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。重要なデータは、

めになる際には、
各製品および搭載されているOS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。●イン

お客様の責任においてあらかじめバックアップをお取りくださいますようお願いいたします。 ●万一、
正常に録画・録音されなかった場

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。料金や手続き等の詳細は、

合や記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償についてはご容赦ください。 ●通常の使用において、

各プロバイダー
（ⅠSP）
までお問い合わせください。 ●パソコンはCD-DA規格
（コンパクトディスクデジタルオーディオ）
に準拠しない

製品の使用環境
（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

コピー防止機能付CDなどのディスクについては、動作や音質を保証できません。 ●本カタログ掲載の製品では、一部のDVD、CD

あります。
これを
「有寿命部品」
と呼びます。パソコンには、次の有寿命部品が含まれています。
［キーボード、
ハードディスクドライブ、

について再生やハードディスクなどへの保存ができないものがあります。 ●パソコンを廃棄または譲渡する際、
内蔵ハードディスクに

CD/DVDドライブ、ACアダプター、
コネクター／ケーブル類、
リモコン］
ご使用状態によっては早期に部品交換
（有料）
が必要となる

保存されたデータは、
「削除」
や「フォーマット」
を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、
データが再生されることがあ

場合があります。
また部品によっては、
ユニット単位の交換になる場合があります。 ●本カタログに掲載の各製品にインストールされ

ります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼
（有償）
もしくは市販のソフト

ているWindows Vista® Home PremiumはOEM版であり、
市販のパッケージ製品と一部異なります。
また、
Windows®オペレー

ウェア
（有償）
などを使用してください。なお、
「ハードディスク消去ユーティリティ」によりデータが復元しにくくなりますが、
より確実に

ティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。 ●付属ソフトウェアのみをインストールするための

消去するには、同様に専門業者
（有償）
や市販のソフトウェア
（有償）
を使用してください。

CD-ROMは付属しておりません。●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。●本カタログ掲載の各製品と

■電波干渉に関して
パソコンに付属のワイヤレスキーボード、
リモコン及び本体内蔵のリモコン受信部の使用周波数は2.4GHzです。
この周波数では

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

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

「他の無線局」
との間に電波干渉が発生した場合には、使用場所を変えるか、
または製品の運用を

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

停止してください。● 医療機器
（心臓ペースメーカ）
などの動作に影響を与える場合があります。

■製品全般のご使用について
● 液晶テレビ、
パソコンは電池ではご使用できません。 ●インターネットAQUOSでの利用を目的として提供されるインターネットのサー

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、
インターネット

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。 ● 本カタログに掲載の各製品

AQUOSにおいて、写真の画像データを利用する場合は、前述の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

を使用して、各種CD/DVD、
テレビ･ビデオ映像、音楽データ、
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

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。

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

● 本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。
海外では使用できません。 ● 補修用性能部品の保有期間は製造打ち

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

切り後約5年です。補修用性能部品とは、
製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

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

■カタログについてのご注意
● 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。

Ⅰnside ロゴ、
インテルCore、Celeronは、
アメリカ合衆国およびその他の国におけるⅠntel Corporationまたはその子会社の商標ま

● 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

たは登録商標です。●メモリースティックはソニー株式会社の商標です。

で､あらかじめご了承ください。
また、
シーン写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なる場合があります。
ご使用上のご注意に

イルム
（株）
の商標です。 ● AOLはAmerica Online,Ⅰnc.の登録商標です。● HDMⅠ、
HDMⅠロゴ、
High Deﬁnition Multimedia

ついては、説明書を必ずご確認ください。 ● i.LⅠNKは、
ⅠEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LⅠNK、
i.LⅠ

Ⅰnterfaceは、HDMⅠ Licensing LLCの商標または登録商標です。

NKロゴはソニー株式会社の登録商標です。● Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Oﬃceロゴ、Windows

ク PRO、
メモリースティック デュオ、
メモリースティック PRO デュオ、
メモリースティック マイクロはソニー株式会社の商標です。

Media、Outlook、Aeroは米国Microsoft

●その他、
記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関する

ご注意

Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

●インテル、
Ⅰntel

Stick、
メモリースティック、
メモリースティッ

● 水、
湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故 障の原 因となることがあります。

0120-572-539
※IP電話からはご利用いただけない場合があります。

● 液晶テレビについてのお問い合わせは…

■受付時間（年末年始を除く）
月曜日〜土曜日 午前9時〜午後6時
日曜日・祝日
午前9時〜午後5時

フリーダイヤル

0120-001-251
※IP電話からはご利用いただけない場合があります。

■
「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、販売店でお分かりにならないときは、
上記におたずねください。
商品についてはシャープ
「インターネットＡＱＵＯＳ」
ホームページでご覧いただけます。 http://www.sharp.co.jp/i-aquos/

本

● Memory

Cardロゴ、xD-Picture Card™は富士フ

● 正しく安 全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「 取扱説明書 」
と
「 安全上のご注意 」
をよくお読みください。

●インターネットＡＱＵＯＳについてのお問い合わせは・
・
・
フリーダイヤル

● xD-Picture

■受付時間（年末年始を除く）
月曜日〜土曜日 午前9時〜午後8時
日曜日・祝日
午前9時〜午後5時

●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。
●商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●リース
・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
●写真の液晶テレビ
（AQUOS）
は別売です。

このカタログの内容は、2008年6月現在のものです。
情-045 I.100 PC0806M

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済みテレビの引き取りなどの費用は含まれておりません。
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リビングやプライベートルームのA Q U O Sで、
番 組の録 画や再 生はもちろん、
リモコンひとつでインターネットにアクセス。
※
業 界 初 のタッチパッドリモコンだから、
パソコンもテレビ感覚で操作できます。
※ 2007年2月28日現在 国内で発売されているテレビ・パソコンに付属のリモコンとして

※

業界初 の
タッチパッド採用

リビングの大画面AQUOSで楽しむ、
インターネット。

ハイビジョン番組の録画・再生も、
リモコンひとつの簡単操作。

簡単に写真を取り込み、
大画面で電子アルバムを楽しむ。

ハードディスクに録画した番組を、
高画質のままBDに移動
（ムーブ）
。

AQUOSファミリンク対応テレビと簡単

見ている番組は、
タッチパッドリモコンの
「録画」
ボタン

デジタルカメラや携帯電話で撮影したデータは3種類のメモリーカード

録画したハイビジョン番組を、AQUOSブルー

接続。
リビングでくつろぎながら、家族み

を押すだけのワンタッチ操作で、
内蔵の
「i.LⅠNKデジタ

に対応したスロットから、
ⅠrSSTM対応の携帯

レイに移動（ムーブ）
できます。残しておきたい

んなでインターネットが楽しめます。

ル録画ユニット」
にハイビジョン画質のまま録画。
また

電話※ならワイヤレスで簡単に取り込めま

AQUOS付属のリモコンや、AQUOSファ

録画予約や再生も、
リモコンひとつで

す。
またBGM付きスライドショー

ミリモコンでもマウス操 作できます。

（PC-AX120V/AX80V）
簡単に行えます。

で楽しんだり、印刷できます。

1

♪ ♩

♬

番 組 は 、大 容 量ブル ーレイ
ディスクに高画質のまま

♬

※ 動作確認済みの機種については、
インターネットAQUOSサポートページでご確認ください。http://i-aquos.sharp.co.jp/
● ⅠrSS™は、
Ⅰnfrared Data Association®の商標です。
ⅠrSS™とは、
ⅠrSimple 1.0準拠の片方向通信機能（Home Appliance Proﬁle）
を表します。

残せます。
● 対応機種などの詳細は6ページをご覧ください。
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A Q U O S ファミリン ク 対 応 液 晶 テレビ に 簡 単 接 続 。イン ター ネットもパ ソコンも 高 画 質 に 。

G

リビングが変わる、テレビがもっと楽しくなる。

series

D

こだわりの部屋にひとクラス上のAQUOSを。

液晶テレビ、
レコーダー、パソコンの 3つの機能がこのワンセットで。
写真も音楽もDVDも、いつものホームページだって、AQUOSクオリティで楽しめる。

テレビで気になるスポットを、その場ですぐにネットでチェック。
リモコン操作で旅の予約もできるから、次の休暇に出かけてみようか。

series

P

フルハイビジョンAQUOSが、パソコンの可能性を拡げる。
インターネットの HDコンテンツをハイクオリティに映し出す。
フルハイビジョンならではのワイドな画面で本格的なパソコン操作も快適。

series

液晶テレビ LC-22P1
※パソコン画面を親画面にした２画面表示をするためには、
別途市販のケーブル等が必要です。

i.LⅠNKデジタル録画ユニット内蔵タイプ

i.LⅠNKデジタル録画ユニット内蔵タイプ

PC-AX120V（ブラック系）

PC-AX80V-W（ホワイト系）

パソコン機能のみのシンプルタイプ

PC-AX80V-B（ブラック系）

PC-AX80V-R（レッド系）

録画ユニット

録画ユニット

録画ユニット

録画ユニット

500GB

250GB

250GB

250GB

PC-AX30V-W（ホワイト系）

■機能一覧
録画ユニット

●すべてオープン価格

PC-AX120V
約500GB

OS
CPU

Ⅰntel® Core™ 2 Duo
プロセッサーT5500

メモリー
ハードディスク
統合ソフト

3

●AC電源、
アンテナ、
テレビとパソコンの接続が必要です。●インターネットのご使用時には、
インターネット回線との接続が必要です。●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。

PC-AX80V
約250GB
®
Windows Vista Home Premium正規版

約250GB

PC-AX30V

Ⅰntel® Celeron®M
プロセッサー520

1GB（ 512MB 2、最大2GB ）
約160GB

Microsoft® Office Personal 2007
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タッチ パッドリモコン ひと つ で 、録 画・再 生 。 録 画 機 能 が「 観 る 」楽 し み を 拡 げ ま す 。
i.LⅠNKデジタル録画ユニットに

AQUOSの高画質をそのまま録画

（PC-AX120V/AX80V）

AQUOSのテレビチューナーで受信したデジタル放送をパソコン部に内蔵の｢i.LⅠNKデジタ
ル録画ユニット｣にそのまま録画。AQUOSの高画質映像がそのまま録画できます。録画中も
パソコンのCPUには負担をかけないため、録画中のパソコン操作もスムーズです。

i.LⅠNKケーブル
（パソコンに付属）

i.LⅠNK
デジタル録画ユニット

録画ボタンを押す

リモコンひとつでレコーダーとも連携

ワンタッチ 録 画
番組を録画したい時は、
リモコンの
「録画」
ボタンを押すだけで、

タッチパッドリモコンで

見ているデジタル放 送 番 組の録 画がスタート。パソコンが

録画スタート

スリープ状態でも自動的に電源が入り、
録画がスタートします※。

レコーダーを操作

（PC-AX30V）

録画ユニットを内蔵していないPC-AX30V※1なら、AQUOSに接続したAQUOSブルーレイな

※パソコンの電源が入っているか、スリープ状態になっている必要があります。パソコンがスリープ状態の
場合は録画が開始されるまでに時間がかかる場 合があります。

どに、
タッチパッドリモコンで
「ワンタッチ録画」
「らくらく予約」
「らくらく再生」
の操作ができ
ます※2。
※1 あらかじめタッチパッドリモコンの設定を変更する必要があります。
※2 その他の編集、
ディスクへのダビング
（ムーブ）
の操作は、
レコーダー付属のリモコンで行います。

番組表ボタンを押す

らくらく予 約

●レコーダーの詳細は、
「レコーダー/プレーヤー総合カタログ」
をご覧ください。

対応ブルーレイレコーダー （2008年5月現在）

番組を予約したい時は、
「番組表」
ボタンでAQUOSの番組表を

BD-AV10、BD-AV1

表示、簡単な操作で予約ができます。予約時間が来たら自動的
に録画ユニットの電源が入り録画が始まります※。

大切に残したい番組は

※テレビが動作状態か、待機状態になっている必要があります。
日時指定予約はできません。デジタルダブル
チューナー搭載AQUOSと組み合わせた場合は録画中に裏番組視聴が可能です。

再生スタート

※
ブルーレイディスクに移動（ムーブ）

（PC-AX120V/AX80V）

再生ボタンを押す

i.LⅠNKデジタル録画ユニットの、残してお
きたい番組データを、AQUOSブルーレイ

らくらく再 生

※
にハイビジョン画質のまま移動（ムーブ）

できます。
※ブルーレイディスクに転送すると、
i.LⅠNKデジタル録画ユニットの
録画データは順次消去されます。移動（ムーブ）
には録画時間と
同じ時間がかかります。
また、
ダビング10には対応していません。

録画した番組を見る時は、
「再生」
ボタンを押すだけ※1。再生する
番組を選びたい時は、
「録画リスト」
ボタンを押し、録画リストか
移動
（ムーブ）
したいタイトルを選んで
「ムーブ
（移動）
」
をクリックするだけ

ら選べます※2 。選んだ番組は小さく映像表示されるので見たい

録画リストボタンを押す

番組がすぐ選べます。また、
リモコンの「早送り」や「スキップ」
※3

ボタン でスムーズに視聴できます。
※1 最後に録画または前回最後に再生した番組が再生されます。パソコンの電源が入っているか、
スリープ
状態になっている必要があります。パソコンがスリープ状態になっていると、再生が開始されるまでに
時間がかかる場合があります。
※2 ワンタッチ録画した番組は、
「ワンタッチ録画」
と表示されます。
※3 パソコンの電源が入っている必要があります。

5

対応ブルーレイレコーダー （2008年5月現在）
10

月

10

月

10

月

10

月

10

火

旅特集 日本の秋

BD-AV10、
BD-AV1
その他のレコーダーへの移動（ムーブ）
はできません。
●市販のi.LⅠNK機器への移動
（ムーブ）
も可能です。
対応するi.LⅠNK機器
（2008年5月現在）
：株式会社アイ・オー・データ機器製
「Rec POT」
HVR-HD250R、
HVR-HD400R、
HVR-HD500R、
HVR-HD800R
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シャープがお勧めするWindows Vista® Home Premium

高 画 質 ・ 大 画 面 ＆ ラ ク ラ ク 操 作 で 、イン タ ー ネット や パ ソコ ン が もっと 楽 しくな る 。
インターネットやパソコン機能を

AQUOSの高画質・高音質で楽しむ

ノートパソコンなどで見るのとは比べ物にならない大画面だから、
ブロードバンド
放送も臨場感たっぷりに楽しめます。もちろん高画質 AQUOS なので文字や

リモコンだけの簡単操作

ジャンル別インターネット検索
パソコン画面でリモコンの「 PC/PCメニュー」ボタンを押し、
「 PCメ

ブロードバンド放送も、AQUOS高画質

ニュー」画面を表示。調べたいキーワードをリモコンで入力すれば、

画像もあざやか。ダウンロードした音楽も、高音質で楽しめます。
さらに2 画面

すぐに検索をスタートできます。調べたい内容に応じて、
「ウェブ検索」

キーワードを入力

機能を搭載したAQUOSなら、
テレビを見ながらパソコン操作も可能です。

「動画検索」
「商品検索」
の3つ
の検索ボタンを用意しました。

フルハイビジョンAQUOSなら
たっぷり表示

検索スタート

1920 1080

1360 768

PC/PCメニューボタンを押す

150を超えるウェブサービスが満載
2画面機能（子画面）※1

2画面機能（左右分割）※2

リモコンで文字入力

便利なPCメニュー

リモコンで楽しめる様々なホームページや
パソコン機能があらかじめジャンル別メ
ニューに登録されているから、
タッチパッド

ブロードバンド放送

おすすめ/ランキング

たずねる・伝える

新旧の名作映画や韓国ドラマ、海外
のスポーツシーンやオリジナルのバ
ラエティ番組など、テレビにはない
番組を見たいときに楽しめます。

ネット動画の視聴ランキング、検索・
注目キーワードランキングなど、
イン
ターネットのトレンドがひと目でわか
ります。

美容や健康、旅行などの趣味まで、
幅広い疑問を質問できる、お勧めの
コミュニケーションサイトを収録。

●パソコンテレビ GyaO

●日替わりランキング

●教えてgoo

の
「スイスイ・カチッ」
で選べます。
よく見る
ホームページは「お好みチャ
PC画面

テレビ画面

PC画面

テレビ画面

●
「春のワルツ」
「ふたりはプリキュア」
は
お楽しみいただけます。

で

※1 AQUOS Pシリーズに搭載。HDMⅠ接続の場合、
パソコン画面を親画面にした2画面（子画面）表示はできません。接続方法等詳しい情報は、
インターネットAQUOSサポートページの機種別ページをご覧ください。http://i-aquos.sharp.co.jp/
※2 AQUOS Dシリーズ
（D30ライン、D10ライン）
など、
2画面機能が搭載されていないモデルがあります。詳しくは12ページの対応液晶テレビ一覧をご確認ください。
●画面は説明のためのイメージです。

テレビ画面からパソコン画面へボタン1つで

ワンタッチ切換え

ンネル」
に登録できます。

リモコンの
「青ボタン」
を押して
「お好みチャンネル」
に登録

※掲載の番組は、2008年7月現在の情報に基づ
いています。内容は変更となる場合がございますの
で、
あらかじめご了承ください。

キーワードを選ぶだけでどんどん検索できる

リモコンの
「PC/PCメニュー」
ボタンを

楽しいネット動画ナビ

表 示されるキ ーワードを

押せば、
どんな画面からでもパソコン

次々に選ぶだけの簡 単 操

画面へ切換えできます。
テレビ画面に

キーワードを選ぶ

選んだキーワードで
検索された動画

作で、思いがけない楽しい

戻るのも「テレビ」ボタンひとつなの

動画が見つかります。

で、気軽に行き来できます。
テレビ番組視聴中

関連する別の
※
キーワードが表示

スリープ状態からでも、
パソコン画面へ切換え

※キーワードの選択履歴により、表示されるキーワードが変化します。

※

ノートパソコン感覚でPC操作もラクラク

業界初 タッチパッドリモコン

ⅠrSS TM 対応の携帯電話 ※1ならワイヤレスで、

業界初のタッチパッド搭載リモコンで、
本体と離れたところからでもノートパソコ
ンと同じ感覚でマウスポインターの操作ができます。
また、
リモコンのチャンネル
ボタンを使って、携帯電話と同じ感覚で文字入力もでき、
ソファに座ったり、
寝転

簡単に取り込む、大画面で見る、印刷する

パソコン操作時は
RF無線信号が出るので、パソコン操作も
テレビに向けて行えます。

スロットに入れ、
「フォト」
の画面で
「緑ボタン」
を押す

それ以外のデジタルカメラなどからは、
データ

リモコンのタッチパッドを使って
見たい写真を素早くさがせます。

の入ったメモリーカードをスロットに入れて、
簡単に写真を取り込み。撮影日付のフォルダ

んだりしながら、
ゆったりパソコンを楽しめます。

デジタル写真を満喫

に自動的に整理されます※2。

●SDメモリーカード ●メモリースティック ●ｘＤ-ピクチャーカード

大画面でBGM付き
スライドショー

ワイヤレスで転送

スイスイ

指をすべらせ
マウスポインターの移動

7

※ 2007年2月28日現在。
テレビ・パソコンに付属のリモコンとして。

カチッ

中央部を押して
左クリック機能

TM

※1

ⅠrSS 対応携帯電話

リモコンの
「赤ボタン」
で
接続したプリンタに印刷

※1 動作確認済みの機種については、
インターネットAQUOSサポートページでご確認ください。http://i-aquos.sharp.co.jp/ ※2 取り込んだ写真は
「ピクチャ」
フォルダに保存され、
メールソフトなど他のソフトからも利用できます。
● ⅠrSS™は、
Ⅰnfrared Data Association®の商標です。
ⅠrSS™とは、
ⅠrSimple 1.0準拠の片方向通信機能
（Home Appliance Proﬁle）
を表します。
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シャープがお勧めするWindows Vista® Home Premium

リ ビ ン グ ル ー ム や プ ラ イ ベ ー ト ル ー ム に 最 適 。高 性 能 と 省 電 力 を 両 立 。
24時間ゴールデンタイム

高性能なデュアルコアCPUを採用（PC-AX120V）※

Vista ®

PC-AX120Vには、高い処理能力を持つCPU・イ
ンテル® Core™ 2 Duoプロセッサーを採用し、高

トサービスポータル
「メディアオンライン」
では、様々なサービスがテレビ感覚の簡単な操作で楽しめます。

画質なブロードバンド放送をスムースに再生した
り、DVDビデオ用に映像を変換する作業時間が
ソコン 用 の 低 消 費 電 力 タイプ な の で 、最 大 消 費 電 力 は

※PC-AX80V/AX30Vはインテル® Celeron® Mプロセッサを搭載。

ホームページ

PC-AX120V：約 95W 、PC-AX80V：約 75W 、PC-AX30V：約
66Wの省電力性と、静音性を実現しました。

インターネット

短縮できるなど、スピーディーに操作できます。
また、
ノートパ

Microsoft® Oﬃce Word 2007

●

̶

Microsoft® Oﬃce Excel 2007

●

̶

Microsoft® Oﬃce Outlook® 2007

●

̶

DVDを再生する

ⅠnterVideo WinDVD for Sharp ※2

●

●

CD-R/RW、DVD±R/RWにデータ保存

Roxio Easy Media Creator 9

●

●

DVDに映像を編集・保存

Ulead DVD MovieWriter 5 SE ※3

●

●

音楽を楽しむ

ナップスターアプリ

●

●

録画番組を管理する/BDに移動する

タイトルムーブ
（移動）
ソフト

●

ー

携帯電話から写真を受信

ⅠrSS™写真受信ソフト

●

●

インターネットへの接続や

AOL 7.0 for Windows

●

●

●

●

文書をつくる
Microsoft® Oﬃce
Personal 2007 ※１ 表やグラフをつくる

（PC-AX120V/AX80Vのみ）

メール・スケジュール管理

プロバイダーへの入会をやさしくサポートする BIGLOBEでインターネット
リモコン操作で楽しむ

PCメニュー

●

●

ホームページを見る

Windows® Ⅰnternet Explorer® 7 ※4

●

●

AV再生、
ストリーミング再生を行う

Windows Media® Player 11 ※4

●

●

情報テロップを表示する

シャープテロッパー

●

●

JWORD

●

●

Yahoo! ツールバー

●

●

メールや住所録などを管理する

Microsoft® Oﬃce Outlook® 2007 ※5

●

ー

メールを送受信する

Windows® メール ※4

●

●

アニメーションをつくる

EVAアニメータキャンバスVer.2.2

●

●

案内状や住所録をつくる

楽々はがき2008［セレクト版］for SHARP

●

●

PDFファイルを表示する

Adobe® Reader 8

●

●

リモコンで文字を入力する

携帯方式文字入力ソフト
（予測変換対応版）

●

●

電子ブックを見る

FlipViewer

●

●

AQUOS接続設定ユーティリティ

●

●

表示設定ユーティリティ

●

●

2画面その前後に

●

●

コンピュータウイルスを検出・駆除する

ウイルスバスター™2007 Trend Flex Security 90日版※6

●

●

有害サイトへのアクセスを制限する

i-フィルター4 ※7

●

●

廃棄・譲渡の際のデータ流出を抑える

ハードディスク消去ユーティリティ

●

●

システムを再インストールする

ハードディスクリカバリ/Bootable CD Creator※8

●

●

ユーザー登録する

オンラインユーザー登録

●

●

操作でわからないことを画面で調べる

パソコン電子マニュアル CyberSupport for Sharp

●

●

ホームページを手軽に検索

メディアオンラインの
「ギャラリー」

最新のオフィスシステム

Jリーグ関連番組等を配信し、Jリーグの魅力を伝
えます！

ロボット・美少女・アクションなど、不朽の名作から最新の話
題作まで人気のアニメーションを多数配信中。

最新ハリウッド作品から単館で人気のヨーロッ
パ作品や邦画作品、そしてアニメまで約 2500 本
を配信中。

®

Microsoft Oﬃce Personal 2007

（PC-AX120V/AX80V）

は、作業順に並んだメニューがわかりやすい新しいインターフェースや、
用途
に応じたデザインが簡単に選べる
「テーマ」
などにより、見栄えのよい文書が

※1 本機で作成したRAM2規格のディスクは、
RAM2に対応していないCD/DVDドライブでは使用できません。
※2 ⅠEEE1394端子に接続して映像・音声を取り込む場合は市販の4ピン-4ピン端子ⅠEEE1394ケーブルが必要になります。
動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。付属ソフト
「Ulead DVD MovieWriter 5 SE」
では、
HDV形式
およびAVCHD形式で記録された映像は取り込めません。市販されているすべてのデジタルビデオカメラと接続できるわけ
ではありません。
● i.LⅠNKデジタル録画ユニットで録画した番組のDVDへのムーブ機能はありません。

簡単に作成できます。
また、
メールソフト
「Office Outlook® 2007」
は、
スパ
ムメールを減らしたり、電子メールによるフィッシングを防止するなどのセ
キュリティ機能が強化されました。

Office Word 2007

独立テンキー付の本格派ワイヤレスキーボード
Office Excel 2007

有害サイトへのアクセスを制限する

Webフィルタリングソフト
「i-フィルター 4」※

「FlipViewer」

電子書籍を楽しめる

実際にページをめくるように読める
お子さまの目に触れさせたくないWebサイトを閲覧できない

サポート

表計算ソフト
「Office Excel 2007」
やワープロソフト
「Office Word 2007」

6倍速以上の高速書き込みに対応し、大容量のDVD R（2層）や
DVD-RAMの新規格RAM2(DVD-RAM Ver.2.2※1)に対応した、
DVDスーパーマルチドライブを搭載。
ⅠEEE1394コネクターから
「 Ulead DVD
デジタルビデオカメラ※ 2 の映像を取り込み、
MovieWriter 5 SE」などで手軽に編集し、お気に入りを集めた
オリジナルDVDを作成できます。

実 用・趣 味

デスクトップのショートカット
から起動

高速のDVDスーパーマルチドライブを搭載

表示設定を切り換える

※1 Microsoft® Office Personal 2007に関する操作方法等のお問い合わせはマイクロソフト
（株）
へお願いいたします。詳
しくは製品同梱の「Microsoft® Office Personal 2007 パック」
をご参照ください。 ※2 CPRM方式で著作権保護された
ディスクは再生できません。 ※3 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生・編集はできません。 ※4
OSに含まれます。 ※5「Microsoft® Office Personal 2007」
に含まれます。 ※6 新種のウイルスなどを検出するには、
検索エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートが必要です。ユーザー登録から90日間の無料アップデート期間終了後
は、製品にアップグレード
（有償）
することでアップデートサービスを延長できます。 ※7 インストーラーを収録。 ※8 CD-R、
DVD-R
（1層）
により、
リカバリCDまたはリカバリDVDの作成が可能。

RF 無線方式なので、本体から５ｍの範囲で自由な角度で使用

■各面端子部

でき、搭載のタッチパッドによりマウスなしでPC 操作が行えま

端子部 正面

●写真は、
PC-AX80V-W。PC-AX30Vは状態表示ランプが一部異なります。

マイクジャック

ⅠEEE1394コネクター

USBコネクター

す。
また、約19ｍｍピッチ・約3ｍｍストロークの本格キーボー

電源ボタン

ペアリング
スイッチ

状態表示ランプ

ドには独立テンキーを備え、表計算などですばやく数字入力
できます。

テンキー

クイックスタートボタン

電 子 書 籍 の 専 用 ビュ ー ア

ようにするためのWebフィルタリングソフトです。

「FlipViewer」
を搭載。

「小学生向け」
「中学生向け」
「 高校生向け」など、年齢に応じた
アクセス制限の設定や、
フィルタリングの強度設定、ネットの

Windows サイドバーに登 録のガ
ジェット
「 eBook World（日本）」か

利用時間帯の制限など、保護者の方の視点に立った機能を備

ら特典電子ブックをご覧いただける

えています。

ほか、インターネット上の「電子ブック図書館 Flib 」に接続し

※ご利用開始から30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、
「継続利用
（有料）
」
をお申し込み
いただく必要があります。

て、豊富なコンテンツ
（一部有償）
を楽しむことができます。

「楽々はがき2008」

年賀状作成もラクラク

ⅠrSSTM受光部

カードアクセスランプ

テレビ接続
（録画・再生）
コネクター
（PC-AX120V/AX80V）

に使えます。

主電源スイッチ

タッチパッド＆クリックボタン

ホームネットワークを拡げる「 PLCアダプター」
信頼のグローバル規格「 HomePlug ® AV 方 式 」認定

ワークを構築できます。1階と2階でインターネット
に接続する際でもPLCアダプターをコンセントに

HDMⅠコネクター

テレビ／パソコン連携
コネクター

■外形寸法
パソコン部は、

挿すだけでOK。難しい設定や配線も不要です。

29.9

設置スペースに合わせて、
タテ置き・ヨコ置きが

HN-VA10S オープン価格
HN-VA40S オープン価格
※PLCアダプターについてのお問い合わせは、
0120-303-909
（月〜土 9時〜18時、
日・祝 9時〜17時※年末年始除く）
まで。

USBコネクター
デジタル音声出力
（光）
ジャック

34.2

選べます。

35.4

ハガキの宛名印刷まで、便利

パソコン映像出力コネクター
（アナログ）
ACアダプタージャック
LANジャック

9.3

や年賀状の作成、住所録から

取出しボタン

端子部 背面

ライン出力ジャック

写真やイラスト入りの案内状

DVDスーパーマルチドライブ

メモリーカード
スロット

ヘッドホンジャック

家庭内の電気配線を利用して手軽にホームネット

（cm）

9

PC-AX120V PC-AX30V
PC-AX80V
●
●

Windows Vista® Home Premium正規版

OS 基本OS

AV

Home Premium 正規版には、Vistaの基本機能はもちろん、美しく使いやすいユー
ザーインターフェース
「Windows Aero™」
を搭載。
またWindows Media Centerで提供されているネッ

Windows

■付属ソフトウェア一覧表
統 合ソフト

メディアオンラインが楽しめるHome Premium搭載パソコンなら、

17.5

10

シャープがお勧めするWindows Vista® Home Premium
■インターネットAQUOS仕様一覧

■対応液晶テレビ一覧（ 2008年5月現在）
PC-AX120V

形名
デジタルテレビ録画

PC-AX80V
i.LⅠNKデジタル録画ユニット内蔵※1

̶

MPEG2-TS

̶

録画記録方式

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送

対応放送波

録画時間
※6

約250GB※5

̶

地上デジタル放送

HD画質：約62時間、SD画質：約88時間

HD画質：約31時間、SD画質：約44時間

̶

BS／110度CSデジタル放送

HD画質：約44時間、
SD画質：約88時間

HD画質：約22時間、SD画質：約44時間

̶

テレビ付属リモコンでマウスポインターの移動や左クリックが可能か。
その他のAQUOSファミリンク対応テレビとの接続に関する情報は、
インターネットAQUOSサポートページにてご案内いたします。http://i-aquos.sharp.co.jp/

インテル® Core™ 2 DuoプロセッサーT5500
（1.66GHz）

CPU

1920×1080

LC-46RX1W / LC-42RX1W

（1920×1080）

（1.6GHz）
インテル® Celeron® Mプロセッサー520

1次：インストラクション用32KB／データ用32KB、2次：2MB内蔵

キャッシュメモリー

LC-65RX1W / LC-57RX1W / LC-52RX1W /

Rシリーズ

Windows Vista® Home Premium正規版

インストールOS※8

画素数
（PC表示最大解像度※1）

機種名

シリーズ名

̶

i.LⅠNK
（TS）
S400※7×1

パソコン画面が正常に表示されるか。
「PC/PCメニュー」
ボタンでテレビ電源もONとなりPC画面に自動切換えが可能か。

・i.LⅠNKデジタル録画ユニット関連機能： ワンタッチ録画、
予約録画、
再生など各機能が正常に動作するか。

̶

約500GB※5

入出力端子

・パソコン表示：
・AQUOSファミリンク機能：

̶

※地上アナログ放送の録画はできません。

ワンタッチ録画機能※2、電子番組表予約録画機能※3 ※バックアップ機能、
編集機能はありません。

録画機能
ハードディスク容量※4

以下のAQUOSファミリンク対応テレビと、
次の項目の動作確認を行っています。
シリーズによっては接続時の注意点がありますので必ずご確認ください。

PC-AX30V

LC-46XJ1 / LC-42XJ1 / LC-37XJ1

Xシリーズ

1次：インストラクション用32KB／データ用32KB、
2次：1MB内蔵
インテル® 945GM／ⅠCH7-M

チップセット

1920×1080
（1920×1080）

システムバス

667MHz

533MHz

LC-42GX3W / LC-37GX3W / LC-52GX4W / LC-52GX45

1920×1080

標準1GB（512MB＋512MB）
〜最大2GB※9
（有料増設サービス対応 DDR2-667
PC2-5300対応、
SO-DⅠMM、
デュアルチャネル対応※10）

標準1GB（512MB＋512MB）
〜最大2GB※9
（有料増設サービス対応 DDR2-533 PC2-4200対応、
SO-DⅠMM、
デュアルチャネル対応※10）

LC-46GX4W / LC-46GX45 / LC-42GX4W / LC-37GX4W

（1920×1080）

表示機能

解像度
（画素）
と色数※11

1,920×1,080、
1,360×768、
1,024×768、
800×600（すべて最大約1,677万色）

グラフィックアクセラレーター

インテル® 945GM
（チップセットに内蔵）

1920×1080
（1920×1080）

Gシリーズ
GSライン

1920×1080

LC-37GS10 / LC-37GS20 / LC-32GS10 / LC-32GS20

（1920×1080）

タッチパッド搭載ワイヤレスキーボード付属
（RF無線方式、独立テンキー付）
、107キー
キーピッチ／キーストローク

約19mm※13／約3mm

約250GB
（Serial ATA/150※14）
※15

Windowsのシステムから認識
できるドライブ全体の容量

約160GB
（Serial ATA/150※14）
※15

約232.8GB
（Cドライブ：約200.0GB、
Dドライブ：約25.8GB、
残りはリカバリ領域、
WinRE領域として使用）

カードスロット

SDメモリーカード

（1360×768）

DSライン

LC-42DS3 / LC-37DS3 / LC-32DS3

D30ライン

LC-32D30 / LC-26D30 / LC-20D30

D10ライン

LC-32D10 / LC-26D10 / LC-20D10

1920×1080
（1920×1080）

約149.0GB
（Cドライブ：約120GB、Dドライブ：約22.0GB、
残りはリカバリ領域、
WinRE領域として使用）

フォーマット

Dシリーズ

NTFS

CD/DVDドライブ
LAN

1366×768

LC-32GH5 / LC-26GH5

インターネット、
拡大表示、
メール、
デスクトップ
（キーボードに搭載）

ハードディスクドライブ※4

通信機能

（1360×768）

GHライン

タッチパッド搭載リモコン付属
（RF無線方式／赤外線方式）

クイックスタートボタン

1366×768

LC-32GH3 / LC-26GH3 / LC-32GH4 / LC-26GH4

タッチパッド
（キーボード、
リモコンに搭載）

リモコン

1366×768

DVDスーパーマルチドライブ※16
（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）
（DVD±R2層書込対応、
RAM2対応）
1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T

赤外線

（1360×768）

Eシリーズ

LC-52EX5 / LC-46EX5 / LC-42EX5 / LC-37EX5

Pシリーズ

LC-32P1 / LC-26P1 / LC-22P1

1920×1080
（1920×1080）

1※17

xD-ピクチャーカード
サウンド機能

チップセット内蔵＋High Deﬁnition Audioコーデック
表示／映像／サウンド／その他

100V、50／60Hz
（形名：EA-AX1V）
AC100V専用
（日本仕様）

電源コード
消費電力／待機時消費電力
（W）

最大 約66／約4.7

最大 約95／約8.7

最大 約75／約9.6

AA

AA

AA

0.0012
（j区分）

0.0023
（j区分）

0.0017
（j区分）

2007年度省エネルギー基準達成率※21
エネルギー消費効率※22

約445×157×24

キーボード

縦置き時：約6.5
（スタンド含む）
、
横置き時：約5.8
（スタンド除く）

縦置き時：約7.2
（スタンド含む）
、
横置き時：約6.5
（スタンド除く）

本体

リモコン、
縦置き用スタンド
（取り付けスクリュー含む）
、
ワイヤレスキーボード、
単3形乾電池×4、
HDMⅠケーブル、ACアダプター、
電源コード等
（ハードディスクリカバリを採用しているため、
リカバリCD/DVD は付属しておりません※23）

主な付属品
（印刷物は除く）

̶

i.LⅠNKケーブル、
Oﬃce Personal 2007パック
※1 i.LⅠNK接続したテレビのデジタルチューナーを利用しデジタル放送を録画します。 ※2 パソコンに付属のリモコンでのみ操作できます。 ※3
テレビの電子番組表で予約します。 ※4 1GB＝10億バイトで計算した場合の数値です。 ※5 Windowsのシステムからは認識できません。
※6 出荷時状態での目安です。 ※7 テレビからの番組録画・再生および対応i.LⅠNK機器への録画番組の移動
（ムーブ）
のみに使用します。
※8 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。Windows Anytime Upgradeはサポートしておりません。 ※9 お客様によるメモ
リー増設はできません。有料増設サービスの詳細は、準備ができ次第インターネットAQUOSサポートページの機種別ページにて順次ご案内します。
http://i-aquos.sharp.co.jp/ 増設する場合は標準メモリーの取り外しが必要です。 ※10 同じ容量のメモリーを装着した場合、
デュアルチャネ
ルで動作します。 ※11 1,920×1,080、1,360×768以外の解像度に設定した場合、
「PCメニュー」
などの付属ソフトが正しく表示されないことが
（DVMT）
を使用しており、
パソコンの動作状況により、
自動的にビデオメモリー容
あります。 ※12 Ⅰntel® Dynamic VideoMemory Technology
量が変化します。 ※13 一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※14 AHCⅠモードでは動作しません。 ※15 テレビ録画には使用
できません。 ※16 詳細については
「CD/DVDドライブ対応ディスク一覧」
を参照してください。 ※17 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。
メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカードのType MおよびType Hにも対応しています。SD

CD/DVDドライブ対応ディスク一覧

DVD-ROM

DVD＋R

DVD-RAM※1

Ⅰ/Oカード、SDHCメモリーカード、SDスピードクラス Class2以上には対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティックの著作権保護
機能、高速転送機能には対応していません。WindowsReadyBoost™には対応していません。miniSDカード、microSDカード、
メモリースティック
PROデュオ、
メモリースティック デュオおよびメモリースティック マイクロを使用する場合は、
市販の専用アダプターが必要です。 ※18 HDMⅠ出
力端子とパソコン映像出力端子との同時出力はできません。 ※19 DVⅠ 29ピンのアナログ出力です。市販のDVⅠ↔ミニD-Sub変換ケーブルを使
用し、
アナログ映像出力に使用します。 ※20 市販されているすべてのⅠEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。デジタルビデオ
カメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、市販の4ピン-4ピン端子ⅠEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ
落ちが生じる場合があります。テレビのi.LⅠNK端子およびデジタルテレビ録画ユニットのi.LⅠNK端子とは接続できません。※21 電気・電子機器
の省エネルギー基準達成率の算出方法および表示方法
（JⅠS C 9901）
に基づく表示です。省エネルギー基準達成率が100％以上の場合は、
100％以上200％未満＝A、200％以上500％未満＝AA、500％以上＝AAAで表示しています。※22 省エネ法で定める測定方法により測定し
た消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※23 付属ソフトの
『Bootable CD Creator』
により、
リカバリCDまたはリカバ
リDVDを一回限り作成できます。市販のCD-RまたはDVD-R
（1層）
が必要です。

書き込みまたは書き換え
書込/書換速度

推奨ディスク
（ディスクの対応倍速）

（1層）

最大16倍速

−

（2層）

最大 8倍速

−

最大48倍速

−

（1層）

最大16倍速

最大16倍速

太陽誘電製
（1〜4倍速、1〜8倍速、1〜16倍速）

（2層）

最大 8倍速

最大 8倍速

三菱化学メディア製
（2〜4倍速、2〜8倍速）

（1層）

最大16倍速

最大16倍速

太陽誘電製
（1〜4倍速、1〜8倍速、1〜16倍速）

（2層）

最大 8倍速

最大 8倍速

ハードディスク
容量

約250GB

三菱化学メディア製
（2.4倍速、2.4〜8倍速）

最大48倍速

最大48倍速

太陽誘電製
（2〜48倍速）

片面4.7GB／
両面9.4GB

最大12倍速

最大12倍速

日立マクセル製
（2倍速、2〜3倍速、2〜5倍速、6〜12倍速）

片面2.6GB／
両面5.2GB

×

×

DVD-RW※2

最大 8倍速

最大 6倍速

DVD＋RW

最大 8倍速

最大 8倍速

リコー製
（2.4〜4倍速、
8倍速）

CD-RW

最大40倍速

最大32倍速

三菱化学メディア製
（1〜4倍速、4〜12倍速、24倍速、32倍速）

日本ビクター製
（1〜2倍速、2〜4倍速、6倍速）

※1 カートリッジ式のDVD-RAMは使用できません。DVD-RAMを使用する場合は、
カートリッジなしのタイプか、
もしくは取り外し可能なカートリッジ
（Type2またはType4）
からディスク
を取り出してご使用ください。DVD-RAMに書き込む場合は、
DVD-RAM Ver.2.0、
Ver.2.1またはVer.2.2に準拠したディスクをご使用ください。本機で作成したRAM2規格のディス
クは、RAM2に対応していないCD/DVDドライブでは使用できません。 ※2 DVD-RWに書き込む場合は、
DVD-RW Ver.1.1またはVer.1.2に準拠したディスクをご使用ください。
DVD-RW for DL Ver.2.0規格のディスクは使用できません。
＜ディスクの形状についてのご注意＞ 8cmディスク用の変換アダプター、規格外ディスク
（ハート形などの異形ディスクやDVD Slim disc）
は使用できません。8cmディスクには書
き込みできません。
また、
縦置き時は、
8cmディスクは使用できません。
＜書き込み／書き換えについてのご注意＞ 上記の推奨ディスクをご使用ください。
メーカー名およびパッケージに記載されているディスクの対応倍速を確認してください。
それ以外
のディスクでは、正常に書き込めない場合があります。
また、
ディスクによっては、記録品質を保つために書込・書換速度が制限される場合があります。
ご使用のディスクの最大書込・
書換速度とCD/DVDドライブの最大書込・書換速度が異なる場合、
どちらか遅い方の最大書込・書換速度で書き込み／書き換えられます。市販のDVD±R/±RWには
「for Data」
「for Video」
をご使用ください。
「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合には
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視聴中の番組録画の操作に

（左右分割※4）

制限があります。※6

●

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

●

i.LⅠNKデジタル録画に、

（左右分割※4）

制限があります。※5

（左右分割※4）

̶

̶

̶

●
（左右分割※7）
̶

̶

̶

●
（左右分割※4）

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

（左右分割※4/

̶

̶

●

子画面表示※8）

■その他AQUOSとの組み合わせ使用について

■ 市販ケーブルで接続した場合に使用不可になる連携機能
◎ パソコンのリモコンを使った操作
・テレビが待機状態のときに
［PC/PCメニュー］
ボタンを押すとテレビの電源が入る。
・パソコンがスリープのときに
［入力切換］
ボタンを押してパソコン入力に切換えると、
パソコンの電源が入る。
◎ AQUOSのリモコンを使った操作
・パソコン画面でカーソルボタンを押してマウスポインターを移動。
・パソコン画面で
［決定］
ボタンを押して左クリック操作。
・パソコン画面で
［終了］
［
、戻る］
［
、青］
［
、赤］
［
、緑］
［
、黄］
の各ボタンを押して対象ソフトを操作。
・パソコン画面で[機能選択]ボタンを押して表示される
「ファミリンク機能選択メニュー」
から、
「メディア切換」、
「スタートメニュー」
を選ぶと、
「PCメニュー」
が表示される、
または最小化される。
・パソコンがスリープのときに
［入力切換］
ボタンを押してパソコン入力に切換えると、
パソコンの電源が入る。

上記リストに含まれないAQUOSと組み合わせた場合は、以下の制限事項が考えられます。

AQUOSサポートページより無償提供いたします。
（http://i-aquos.sharp.co.jp）
楽しい追加ソフトもぞくぞく登場！ インターネット
各ソフトウェアのご提供時期についてはホームページをご覧ください。

ネット動画をもっと楽しむ
PCメニューサービスパック
リモコンでネット動画が楽しめる
「PC メニュー」
が
バージョンアップ

携帯で購入した動画を大画面で

NFRM PC Viewer

約500GB

放送画質

転送レート

録画時間※

地上デジタル
ハイビジョン画質
（HD）

約17Mbps

約31時間

BS・110度CSデジタル
ハイビジョン画質
（HD）

約24Mbps

約22時間

デジタル標準画質
（SD）

約12Mbps

約44時間

地上デジタル
ハイビジョン画質
（HD）

約17Mbps

約62時間

BS・110度CSデジタル
ハイビジョン画質
（HD）

約24Mbps

約44時間

デジタル標準画質
（SD）

約12Mbps

約88時間

最長連続
録画時間

最大録画
可能番組数

12時間

128番組

「NFRM PC Viewer」
が
起動し、
パソコン用の動画を
ダウンロードして再生

選んだキーワードで動画をラクラク検索

別の部屋の AQUOSでも写真を
AV Library
インターネット AQUOS に撮り貯めた写真データを、
ホームネットワークを通じて他の部屋の AQUOS や
パソコンで観ることができます。

携帯サイトで
ネット動画を購入

ハードディスクへの録画時間／転送レートなど
読出速度

CD-R

エレコム CAC-HTD15
（1.5ｍ）
エレコム AD-HTD
アクロス ARS710
（1.5ｍ）
、サンワサプライ KRS-403XF1K
（1.5ｍ）

（−：ディスクの仕様により非対応、
×：
ドライブの仕様により非対応）
読出
（再生）

CD-ROM
DVD-R

繰り返し
記録可能

制限があります。※5

●

・i.LⅠNKデジタル録画ユニット関連機能：正しく動作しません。
（テレビ側にi.LⅠNK端子を搭載していても正しく動作しません。）

ハードディスクリカバリ※23

リカバリ方式

1回のみ
記録可能

（左右分割※4）

PC-AX30V

・パソコン表示：パソコン画面が表示されない場合やパソコンの表示解像度どおりに表示されない場合があります。・AQUOSファミリンク機能：利用できません。
（テレビ側にHDMⅠ入力端子を搭載していても利用できません。）

約0.56
（電池除く）

キーボード

読出のみ可能
（記録不可）

HDMⅠ⇒DVⅠ-D変換ケーブル
HDMⅠ⇒DVⅠ-D変換アダプター
RS-232Cケーブル
（クロス）

縦置き時：約175×299×354（スタンド含む、
ゴム足含む）
、
横置き時：約342×299×93（スタンド除く、
ゴム足含む）

本体

ディスクの種類

（1920×1080）

■ 動作確認済みケーブル等

10〜35℃／20〜80％
（非結露）

温度／湿度条件

質量
（kg）

1920×1080

※1 PC表示最大解像度は、
PC-AX120V/AX80V/AX30Vと接続した場合。 ※2 i.LⅠNKデジタル録画ユニットに録画中、裏番組視聴が可能です。 ※3 壁掛け
使用する場合は、付属の接続ケーブルの範囲でご使用ください。 ※4 テレビ付属のリモコンで操作します。パソコン画面は縮小表示されるため、
画面の上下左右端が表
示されず、文字がかすれて読みにくいことがありますので、付属のユーティリティーソフト
「2画面その前後に」
で調整いただく必要があります。 ※5 録画中にパソコンの
「電源ON/OFF」、
「再起動」、
「スリープ移行/復帰」
を行うと、
録画が停止したり一時的に途切れることがあります。※6 視聴中の番組を録画する場合、
リモコンの「i.LⅠ
NK」
ボタンを押し、
表示されたi.LⅠNK操作パネルから
「録画」
を選択します。
リモコンの「録画」
ボタンからは録画できません。 ※7 テレビ付属のリモコンで操作します。解像
度を1360×768に設定した状態では、
パソコン画面との2画面表示ができないため、付属のユーティリティーソフト
「2画面その前後に
（アップデート版）」
で調整する必要
があります。
「2画面その前後に
（アップデート版）
」
は、
インターネットAQUOSホームページよりダウンロードする必要があります。 ※8 HDMⅠ接続の場合、
パソコン画面を
親画面にした子画面表示はできません。パソコン画面を親画面に表示したい場合は、別途下記の市販HDMⅠ⇒DVⅠ-D変換ケーブルまたはHDMⅠ⇒DVⅠ-D変換アダプ
ター
（パソコンに付属のHDMⅠケーブルに接続して使用）
のいずれか、音声ケーブル
（φ3.5ｍｍステレオミニプラグ⇔φ3.5ｍｍステレオミニプラグ）、下記RS-232Cケーブ
ル
（クロス）
の3点が必要です。
ただしこれらの方法で接続する場合、右の連携機能
（ファミリンク）
が使用できなくなりますのでご注意ください。

USB
（USB2.0準拠）
×4、
ⅠEEE1394
（4ピン）
※20×1

ACアダプター

外形寸法
（突起部含む）
幅×奥行×高さ
（mm）

●

HDMⅠ出力※18×1、
パソコン映像出力※18※19×1、
マイクロホン入力
（φ3.5mmモノラルミニジャック）
×1、
ライン出力
（φ3.5mmステレオミニジャック）
×1、
ヘッドホン出力
（φ3.5mmステレオミニジャック）
×1、
デジタル音声出力
（光）
(角型）
×1、
テレビ／パソコン連携端子
（D-Sub 9ピン）
※19×1

汎用
電源

i.LⅠNKデジタル録画に、

●

ⅠrSS™受信

メモリースティック

接続端子

̶

PC-AX120V／AX80V

LC-52GX5 / LC-46GX5 / LC-42GX5 / LC-37GX5
LC-32GX5

最大224MB※12
（メインメモリーを使用）

キーボード

ポインティングデバイス

記憶装置

GXライン

2スロット
（空きスロット0）

ビデオメモリー
入力装置

●

接続時の注意点※3

2画面機能

LC-52GX3W / LC-52GX35 / LC-46GX3W / LC-46GX35

メインメモリー

メモリースロット

デジタルダブル
チューナー※2

〔例〕 書斎

子供部屋

大画面で楽しむ時は、
赤外線で
購入情報を送信

「ネット動画ナビ」
がYouTubeTMにも対応

パソコン※3
PLC/無線LANなどでの
ホームAVネットワーク

赤外線
12時間

512番組
ファンタスティック・フォー：銀河の危機
© 2007 Twentieth Century Fox Film
Corporation and Dune Entertainment LLC
配信期間：2008/05/02〜2008/07/29

※録画時間は目安です。

最新のハリウッド映画がネットで楽しめる

「シネマ･コンプレックス on フレッツ※1 」
を収録

●動画配信サービス「カザスチャンネル」は株式会社フェイスが提供するサービスです。
有料の動画を購入された場合は、通話料と共に加入者に請求されます。●ご利用いただく
には、携帯電話に
「NFRM カザスアプリ」のインストールが必要です。
「NFRM カザスアプリ」
と対応携帯電話については、
携帯サイト
「カザスチャンネル KAZAS.jp」のホームページにて
ご確認ください。http://kazas.jp

リビング

AQUOS※2

●インターネットAQUOSに録画した番組を、
ホームAVネットワークで
楽しむことはできません。

※1「シネマ・コンプレックス on フレッツ」
は、NTT 東日本・NTT 西日本が提供する
「B フレッツ」
および
「フレッツ ADSL」
ご利用者が楽しめるブロードバンドコンテンツサービスです。
ご利用いただくためには
「フレッツ」
サービスの契約が必要です。※2「ホームネットワーク」
機能を搭
載する AQUOS で、写真を楽しむことができます。
動作確認済みの AQUOS については、
インターネット AQUOS サポートページでご確認ください。
http://i-aquos.sharp.co.jp/ ※3 SHARP 製ソフト
「AV Library」
または
「Media Library」
を搭載したパソコンとの間で、動画や写真、
音楽を相互に楽しむことができます。
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シャープがお勧めするWindows Vista® Home Premium
■インターネットAQUOS ラインアップ・機能一覧表

※録画機能をはじめ、本カタログ掲載の特長は、対応する液晶テレビAQUOSと接続した場合に実現します。

PC-AX120V

型番

PC-AX80V

■対応液晶テレビ

Rシリーズ※

PC-AX30V

AQUOS最上位モデルとして画質にもスタイルにも徹底的にこだわったプレミアムモデル
PC-AX80V-B
（ブラック系）

PC-AX80V-R

PC-AX80V-W

（レッド系）

（ホワイト系）

42V

65V

57V

52V

46V

※i.LⅠNKデジタル録画時に制限があります。
詳しくは、12ページをご覧ください。
倍

速

フルHD
液晶技術

LC-42RX1W

オープン

価格

オープン

LC-46RX1W

約750 GB※

約410 GB※

インストールＯＳ

Windows Vista® Home Premium 正規版

Windows Vista® Home Premium 正規版

約

Gシリーズ（GX5ライン）
臨場感あふれる音と
「なめらか高画質」
を実現、倍速フルHD液晶技術採用のフルハイビジョンモデル

160GB

46V

42V

インテル® Celeron® M 520
（1.6GHz）

LC-37XJ1-B

LC-42XJ1-B

LC-46XJ1-B

※視聴中の番組録画の操作に制限があり
ます。詳しくは、12ページをご覧ください。

約250 GB

約160 GB

Office Personal 2007パック付属

Office Personal 2007パック付属

ハードディスク容量

パソコン機能

1GB（最大2GB）

1GB（最大2GB）

メモリー：

SDメモリーカード

メモリースティック

目標年度2007年
（パソコン部のみ）

約

ハードディスク容量

階調表示

液晶技術

約

最大録画時間

テレビ録画機能

地上デジタル

HD画質 約 31 時間
SD画質 約 44 時間

BS/110度
CSデジタル

HD画質 約 44 時間
SD画質 約 88 時間

HD画質 約 22 時間
SD画質 約 44 時間

録画機能

ワンタッチ録画機能、電子番組表予約録画機能

Eシリーズ

32V

26V

52V

46V

42V

37V

倍

倍速HD

xD-ピクチャーカード

LC-46EX5

LC-52EX5

Dシリーズ（DS3ライン）
インテリアに合わせて選べる、倍速フルHD液晶技術採用のフルハイビジョンモデル

32V

32V

37V

32V

37V

42V

37V

42V

倍

速

フルHD

LC-32DS3-W LC-32DS3-B

20V

LC-32DS3-R

20V

LC-37DS3-W

LC-37DS3-B

LC-37DS3-R

LC-42DS3-W

LC-42DS3-B

LC-42DS3-R

Dシリーズ（D30ライン）

Pシリーズ

インテリアに合わせて色が選べるスタイリッシュハイビジョンモデル

パソコンモニターとして使える、フルハイビジョンモデル

20V

20V

26V

20V

26V

26V
22V

LC-20D30-W

LC-20D30-B

LC-20D30-R

LC-20D30-C

LC-20D30-G

LC-26D30-W

32V

32V

32V

32V

32V

LC-32D30-W

LC-32D30-B

LC-32D30-R

LC-32D30-C

LC-32D30-G

LC-26D30-B

32V

26V

LC-26D30-R
LC-22P1-W

LC-26P1-W

LC-32P1-W

＊
「省エネルギー基準達成率」
について…省エネルギー基準達成率が100％以上の場合については、100％以上200
％未満＝A、200％以上500％未満＝AA、500％以上＝AAAで表示しています。
＊
「エネルギー消費効率」
とは…省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理
論性能で除したものです。

多 彩 な サ ポ ート＆サ ービ ス

テレビ 放 送 の 視 聴 につ いて

より快適なサポートをご利用いただくために、ユーザー登録をおすすめします。最新のサポート情報や役立つ情報などをメールにてお届けします。

■デジタル放送について

用途別に分かれた
「見やすい説明書」

ホームページ /サポート情報

接 続の仕 方からお使いになる前
の設定などを図で表した「接続と
準 備 編 」、リモコンで 録 画 機 能・

■製品情報 最新のラインアップ情報、製品の詳細情報、
シャープから
のインフォメーションなどを掲載します。

http://www.sharp.co.jp/i-aquos/

インターネット機能を楽しむため
の基本操作をまとめた「かんたん！
！
ガイド」、それぞれの豊 富な機 能
をさらに詳しく解説した各種説明
書を付属。

■楽しむ・使いこなす インターネットAQUOSならではのウェブコンテ
ンツの楽しみ方や、様々なAV活用術などを紹介します。

パソコン電子マニュアル CyberSupport for Sharp

ご購入後ユーザー登録していただいたお客様を対象に、操作方法につ
いてのご質問を電話で受け付けます※1。ホームページにて、電話サポー

■サポート・サービス Q&A情報や、機種ごとのサポート情報、
ご相談・
お問い合わせ先など、お客様の 困った を解決する情報を掲載します。

お客様サポートセンター

リモートサポート
画面を参照しながら、パソコンの使い方やトラブルについてわかりやすく

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003

説明をさせていただくサービスです。

年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに

■高音質

放送が開始されました。今後も受信可能エリアは、順次拡大される予定で

CD なみのクリアな高音質で放送されます。また、臨場感たっぷりの
5.1chサラウンド放送も行われています。

電話サポート時、オペレータがインターネット経由で、お客様のパソコン

※専用ソフトをダウンロードしていただく必要があります。
※お客様のご利用環境、内容によっては、
ご利用いただけない場合があります。

す。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ／BSアナログ

修理相談窓口

テレビ放送は 2011 年 7 月まで

■データ放送

万一、
テレビ部、
パソコン部が故障した際は、修理相談窓口
（ナビダイヤル）
にお電話をいただければ、
お客様のお宅を訪問、
出張修理いたします。

に、終了することが定められてお

ニュースや天気予報などの情報がリモコン操作で呼び出せます。

0570-01-4649

トの予約ができます。
受付日／時間 月曜日〜金曜日 AM9:00〜PM9:00
土曜日／日曜日／祝日 AM9:00〜PM6:00

電話サービスの予約

http://www.sharp.co.jp/support/i-aquos/select.html
◎ご購入後１年間は無料。以降有料。有料サポートの金額などの詳細は、サポート情報ホームペー
ジをご覧ください。◎操作方法についてのお問い合わせには、事前のユーザー登録が必要です。ユ
ーザー登録には、お客様のお名前・ご住所・電話番号等の個人情報を登録していただく必要があり
ます。◎年末年始は受付時間が異なる場合があります。天災などやむを得ない状況の際は、臨時に
休ませてい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。◎詳細については製品同梱の
「サポートのご案内」
をご覧ください。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への
移行について。

高画質な映像、クリアなサウンドはもちろん、
データ放送や双方向サービスなどが楽しめます。
■ワイド＆高画質
迫力あるワイド画面が標準になるほか、全体の50％以上で臨場感あふ
れるハイビジョン番組が放送されています。

月曜日〜土曜日 AM9:00〜PM8:00 日曜日／祝日

■多チャンネル
通常画質なら1チャンネルで3番組が放送可能。多彩な番組から見たい
番組が選べます。

ります。

※2

AM9:00〜PM6:00

◎年末年始はお休みとさせていただきます。
なお、天災などやむを得ない状況の際は、臨時

BS・CS・地上デジタルテレビをご覧になるには

に休ませてい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。

PCリサイクルセンター

◎液晶テレビは対象外です。

「資源の有効な利用の促進に関する法律」施行に伴う、弊社製パソコン
（家
庭系ユーザー様排出分）
として回収・再資源化のお申込みを、
お受けします。
お申込み

http://www.sharp.co.jp/support/pcrecycle/index.html

※1 携帯電話、PHSからはフリーダイヤルでご利用いただけます。
ⅠP電話からはフリーダイヤルでご利用いただけない場合があります。電話番号は製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。PHS、
ⅠP電話からはナビダイヤルはご利用いただけません。
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42V

液晶技術

省エネ基準達成率の表示について

お客様にさまざまな情報を提供するための窓口です。見つけやすい目的
別メニューで、お探しの情報ま
で誘導します。また、知りたい
ことや分からないことをキー
ワード入力すれば、該当する
電子マニュアルや搭載ソフトの
ヘルプを表示でき、それでも見
つからない時は、ホームページ
の情報も検索できます。

階調表示

液晶技術

LC-42EX5

LC-37EX5

省エネ基準達成率 AA
エネルギー消費効率 0.0017
（ j区分）

※バックアップ機能、編集機能はありません。

このマークは、省エネ基準
を達成した機種を示して
います。

速

フルHD

液晶技術

LC-32GH5

※録画用とパソコン用のハードディスクの合計容量です。パソコン用ハードディスクはテレビ録画には使用できません。

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びに
なる時のご参考にしてください。
「達成率」は、省エネ法で定められた
2007年度基準に対する達成率を示しています。

階調表示

液晶技術

豊かな階調表現の
「なめらか高画質」
を実現、倍速フルHD液晶技術採用のフルハイビジョンモデル

250GB

HD画質 約 62 時間
SD画質 約 88 時間

速

フルHD

Gシリーズ（GH5ライン）

メモリー：

省エネ基準達成率 AA
エネルギー消費効率 0.0023
（ j区分）

500GB

LC-52GX5
倍

HDMⅠ 1、USB（ USB2.0準拠） 4、
ⅠEEE1394（ 4ピン） 1、1000BASE-T／100BASE-TX ／10BASE-T
省エネ基準達成率 AA
エネルギー消費効率 0.0012
（ j区分）

LC-46GX5

AQUOSならではの薄型コンパクトデザインに、倍速ASV液晶を搭載したハイビジョンモデル

LC-26GH5
主な接続端子

LC-42GX5

LC-32GX5を除く LC-32GX5を除く

1GB（最大2GB）

メモリー：

対応メモリーカード

LC-37GX5

LC-32GX5

速

フルHD

約160 GB

統合ソフト

メモリー

倍

52V

46V

42V

37V

32V

Windows Vista® Home Premium 正規版

インテル® Celeron® M 520
（1.6GHz）

インテル® CoreTM 2 Duo T5500
（1.66GHz）

LC-65RX1W

Xシリーズ※
37V

CPU

LC-57RX1W

壁に掛けて美しい、薄型フルハイビジョンモデル

オープン

ハードディスク総容量

LC-52RX1W

LC-32D30/26D30

LC-20D30

あ な た の 街 に も！地 上 デ ジ タ ル 放 送 。

2 0 0 6 年 に は 全 国 各 局 で 放 送 開 始！
地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談、お問い合わせは
総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

0570-07-0101
受付日／時間 月曜日〜金曜日
AM9:00〜PM9:00
土曜日／日曜日／祝日 AM9:00〜PM6:00

現行のアナログ放送は、2011 年に終了する予定です。

■ コピー制御のために、B-CAS（ビーキャス）
カード機能を利用します。
■ 挿入されないと、BS・CS・地上のすべてのデジタル放送が映らなくなります。
■ B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

B-CASカード

〈ご注意〉 ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースターなどが必要になる場合があります。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BS・110度CSデジタル放送に対応
また、
チャンネルによっては加入契約が必要です。●双方向サービスをご利用いただくには、電話回線による通信、
またはLANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかることがあります。●放送エ
した衛星アンテナが必要です。2150MHz対応の分配器やブースターが必要です。
（電波産業会）
規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●110度CSデジタル放送は、入会
リア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●地上デジタル、BSデジタル関連商品は、ARⅠB
（スカイパーフェクTV！）
は受信・録画することができません。●ケーブルテレビのパススルー方式
金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみいただくには加入申込みが必要です
（一部、無料チャンネルもあります）
。●東経124度または東経128度を使用して放送されているCSデジタル放送
に対応。それ以外の伝送方式のケーブルテレビサービスを利用される場合は、
デジタルテレビ録画ユニットで録画することができません。伝送方式については、
ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。●修理の際に故障内容によっては、修理前にハードディスク内に記録されていた録画
データが再生できなくなる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

その他放送について

● WOWOW
（ワウワウ）
等のスクランブル放送の受信には、株式会社WOWOW等との視聴契約が必要です。● CATVの視聴は、CATV受信サービス
（放送）
が行われている地域でのみ受信可能です。CATVの受信には、
使用する機器ごとにCATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。
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