
カタログについてのご注意

メビウスについてのご注意

内蔵ワイヤレスLAN／Bluetooth®機能について
●本カタログに掲載の各製品は、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が届く範囲は屋外最大約70m／
屋内最大約50mです。ただし、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。Bluetooth®機能の通信距離は最大約10mです。 ●ワイヤレスLAN／Bluetooth®機能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/mebius/info/other/wlan_security.htmlをご覧ください。 ■電波干渉に関して…本カタログに掲載の各
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。なお、ノートパソコンの場合、航空機内では、ワイヤレスLAN／Bluetooth®機能のアンテナを有効にすること、および離着陸時に
動作させることは、航空法違反になり、処罰される場合があります。 ●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。ノートパソコンの
場合、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®機能のアンテナを無効にしてください。 ●さらに詳細な
情報はホームページにて順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/info/other/wirelesslan.html

●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致しておりません。 ●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ございますが、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。重要なデータは、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致します。 ●本製品の通常の使用において、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あります。これを「有寿命部品」と呼びます。メビウスには、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、バックライト、ACアダプター、コネクター／ケーブル類］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
インストールされているWindows® 7 Starter for Small Notebook PCs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
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. ●ソフトウェアや周辺機器をお求めになる際
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。 ●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。あらかじめご了承く
ださい。画面輝度は経年低下するため、一定の輝度を維持するものではありません。 ●長時間にわたりメビウスを膝の上などに直接触れてのご
使用はしないでください。低温やけどをおこす恐れがあります。 ●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。料金や手続き等の詳細は、各プロバイダー（ⅠSP）までお問い合わせください。 ●メビウス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
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、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。 ●メビウスを廃棄または譲渡する際、内蔵ハードディスクに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ウェア（有償）などを使用してください。

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をメールにてお届けします。

http://www.sharp.co.jp/support/pcrecycle/index.htmlお申し込み

■PCリサイクルセンター
2003年10月1日からの「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・再資源化のお申し込みをお受けします。

サポート＆サービス

■修理相談窓口

パソコンのトラブルなら、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・接続からデータ復旧までサポートします。

■シャープPC訪問サポート（有料）

◎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。
◎詳細については製品同梱の説明書をご覧ください。

※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。
※2 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。

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
（ご購入後2年目以降有料。有料サポートの金額などの詳細は、サポートページをご覧ください。）

1年間無料

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説明をさせていただくサービスです。※2

リモートサポート

電話サポートの予約 http://www.sharp.co.jp/support/mebius/select.html

0120-572-539
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）

■お客様サポートセンター

■サポート情報／商品情報　http://www.sharp.co.jp/mebius/
最新ソフトウェアへのバージョンアップ・ウイルス・Windows®に関する情報やドライバーソフトのダウン
ロードなどサポート情報を提供しています。

サポート情報

お客さまからサポートセンターへお問い合わせいただいたご質問やその解決方法をご紹介。キーワード・
機種検索などで簡単に検索できます。Q&A検索
パソコンの基礎から、意外と知らないテクニックやコツ、メビウスユーザーならではのパソコンの楽しみ方を
ご紹介しています。使いこなし術を伝授

●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。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ついては、説明書を必ずご確認ください。 
●Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Ⅰnternet Explorer、Excel、Outlook、ReadyBoost、Microsoft Officeロゴは米国
Microsoft Corporation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。 ●Ⅰntel、インテル、Ⅰntelロゴ、ATOM Ⅰnside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たは登録商標です。 ●メモリースティック™、メモリースティック

PRO™はソニー株式会社の商標です。 ●xD-Picture Cardロゴ、xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム（株）の商標
です。 ●Bluetooth®とそのロゴマークは米国Bluetooth SⅠG, Ⅰnc.の登録商標です。シャープはライセンスに基づきこのマークを使用して
います。 ●TREND MⅠCRO、ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。 ●Adobeは、Adobe Systems Ⅰncorporated
（アドビシステムズ株式会社）の商標です。 ●「楽々はがき」は株式会社ジャストシステムの商標です。 ●「アイフィルター」はデジタルアーツ株式
会社の商標です。 ●PicasaはGoogle Ⅰnc.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。

◎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説明書をご覧ください。

サポート予約

■メビウス・サポートラボ（有料）
機器のアップグレードやソフトのインストール、操作ガイダンスなど、ご来場のお客様のメビウスに関するご相談にお応えいたします。 
（東京／シャープ市ヶ谷ビル東京都新宿区市谷八幡町8番地）
◎「メビウス・サポートラボ」の詳細は、シャープホームページでもご覧いただけます。 ◎お問い合わせは修理相談窓口まで。

「シャープグリーンシール」に対応しています。
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。

●PCグリーンラベル　PC3R「PCグ
リーンラベル制度」の審査基準2009
年度版を満たしています。詳細は、
ホームページをご覧ください。
http://www.pc3r.jp/

●PCリサイクル　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
http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/
home.htmlをご参照ください。

再生素材を積極的に採用しています。

●省エネ法　本カタログに掲載の機種は、省エネ法で2007年度までに達成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。　

＊「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。

リサイクル

※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J-Moss／RoHS指令の除外項目に該当します。

低消費電力など、環境に配慮。

環境に配慮した材料を採用しています。

省エネ

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。

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）
（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）

●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※の含有率がＪ-Mossで定める基準値以下となっています。詳細は弊社ホームページ
　http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/data_list/greenseal/jmoss/をご参照ください。
●電気・電子機器に含まれる特定化学物質※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。

-W（ホワイト系）

グリーン材料

ホームページにて電話サポートの予約ができます。ご予約いただいた時間帯（翌日以降1週間以内の月曜日
～土曜日 13：00～18：00、日曜日／祝日 13：00～17：00、年末年始を除く）にお電話させていただきます。

「光センサー液晶パッド」搭載

新新メビウス登場

0120-482-835

0120-572-539
◎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。

（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）

W i n d o w s ® . 壁 のない世界へ。シャープがお勧めする  W i n d o w s  7 .

これからは、「液晶」で液晶」で

　　手　　手書き入力＆タッチ操作

●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。

Windows® 7
モデル■「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。

シャープな暮らし研究所
新メビウスの耳寄り情報を満載

http://www.sharp-lifestyle.com
●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…

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）
0120-572-539（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）

http://www.sharp.co.jp/mebius/

■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

TM

I.150 MN0906M

このカタログの内容は、2009年10月現在のものです。
情-076

●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

ノートパソコン

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置・付帯工事などの費用は含まれておりません。

2009-10オープン価格オープン価格

PC-NJ80B-W（ホワイト系）（ホワイト系）/-B（ブラック系）（ブラック系）

PC-NJ70B-W（ホワイト系）（ホワイト系）/-B（ブラック系）（ブラック系）

I.100 MN0910M情-079



-W（ホワイト系）

お気に入りを　登録しておけば、
 メニュー画面のタッチ　操作ですぐに楽しめます。 

表示のスクロール・拡大などが、ジェスチャー操作でラクラク。
指の動きに合わせて、キャラクターが動きます。

イラストを手描きしたり、写真※1にコメントを描き込んだり…。
読みのわからない漢字、中国語※2、韓国語※2も、手書きで入力できます。

1 2

「「光センサー液晶パッド」で光センサー液晶パッド」で、パソパソコンの楽しさがの楽しさが進化し化した。

●手の写真は機能説明のためのイメージ。
　画面の大きさに対して若干小さく表現しています。

※1 デジタルカメラや携帯電話から写真を取り込むには、市販のメモリーカードや接続ケーブルをご使用ください。　※2 中国語簡体字漢字GB2312、韓国語ハングル文字KSC5601に対応。　●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。

「光センサー液晶パッド」は、指やペンの形状を光の反射や影で認識し、タッチ操作やペン入力を実現する新しい入出力装置です。周囲の光（主に赤外線）や、指やペンの使い方によっては
正しく動作しないことがあります。周囲の光の状態は、「赤外線量表示」ウィンドウでご確認いただけます。光が多いと、操作しにくくなったり、操作できなくなったりします。その場合は、
「赤外線量表示」を目安に、使用環境を変えてください。
次のような場所では、ご使用いただけない場合があります。 ●屋外や窓辺など、外光が強い場所 ●電車の中など、明るさが大きく変化する場所 ●白熱灯やハロゲンランプなどの近く。

気持ちが伝わる 手書き入力 便利さが拡がる タッチソフト 楽しく使える マウス機能

■光センサー液晶とは…

液晶パネルのトランジスタ形成面に光センサーを

内蔵し、液晶表面での指のマルチタッチやペン

の動き、形状を認識する先進の液晶です。従来方式

（抵抗膜方式や静電容量方式）のように、液晶

パネル表面にタッチセンサーや保護膜を貼り

付ける必要がありません。
光センサー液晶方式従来方式（抵抗膜方式）

タッチ
パネル

液晶
パネル

バックライト バックライト

1画素1画素1画素

光センサーを内蔵
光センサー

「光センサー液晶パッド」搭載
Windows® 7 モデル、登場。

“液晶のシャープ”が誇る最新テクノロジー「光センサー液晶」を

ポインティングデバイス部に採用し、メビウスが新しく生まれ変わりました。

新しいセンシング（感知）方式と美しい表示により、手書き入力＆タッチ操作を実現。

よりやさしく、より便利に̶̶ 「光センサー液晶パッド」から、新しい楽しさが拡がります。  

●光センサー液晶パッドのご使用条件等については、2ページ下部をご確認ください。



韓国語も、手書きでラクラク入力。

画面は、架空の翻訳ホームページ。
中国語・韓国語の辞書機能、各言語の翻訳機能は
内蔵していません。

手書きで、自筆風フォントをつくる手書きで、自筆風フォントをつくる
液晶パッドに文字を書き込むと、自分の手書き風フォントが完成。

年賀状の宛名書きやあいさつ文を手書き風にアレンジ。

年賀状もラクラク作成年賀状もラクラク作成
手書き風書体のあいさつ文と、手描きイラストやデコレーション

写真を使って、気持ちの伝わる年賀状を作成。

コメントを描き込んだ地図や
手描きイラストをメールで送信。

イラスト
を

描く

2本指でなぞると
「スクロール※3」

1本指でなぞると
「ポインター移動」

2本指を開くと「拡大」
閉じると「縮小」

「光センサー液晶パッド」なら、ラクラク手「光センサー液晶パッド」なら、ラクラク手書き入力！ 操作も操作もカンタン！

内蔵のテンプレートで簡単に
はがきが作成できます。

-B（ブラック系）

文字を
書く

書き込まれた手書き文字から
あなたの手書きの「くせ」を分析。

年賀状
を

作る

3 4

多彩な「タッチソフト」で、楽しさがどんどん拡がります。多彩な「タッチソフト」で、楽しさがどんどん拡がります。 新しい対応ソフトウェアは、メビウスホームページにてご案内します。　新しい対応ソフトウェアは、メビウスホームページにてご案内します。　http://www.sharp.co.jp/mebius/http://www.sharp.co.jp/mebius/

デジタルカメラの写真※2のス

ライドショーが簡単。ジェス

チャー操作で写真の選択や

回転ができます。

カラフルなマークを指で押さ

えてクリアすると、にぎやか

な電子音楽が奏でられます。

光センサー液晶パッドに置い

た指を足に見立てて、障害

物を避けながら滑ります。

メイン液晶画面

光センサー液晶パッド画面

ネットでダウンロードした電

子ブック※5が、ジェスチャー

操作で読めます。

メイン液晶画面

光センサー液晶パッド画面

メイン液晶画面

光センサー液晶パッド画面

メイン液晶画面

光センサー液晶パッド画面

メイン液晶画面

光センサー液晶パッド画面

メイン液晶画面

光センサー液晶パッド画面

タッチで弾けるキーボード。

気軽に演奏が楽しめます。

光センサー液晶パッドに表示

されたマッチ棒を指でなぞっ

て動かすパズル。

指を滑らせてボールを投球。

簡単だから、ブレイクタイム

にぴったり。

ゲーム イルミスキャン ゲーム ピアノ ゲーム マッチdeパズル ゲーム ミニボウリング ゲーム スノーボード

「ジェスチャー操作」で、もっとスムーズに使える「ジェスチャー操作」で、もっとスムーズに使える

（一般的なマウス操作）

※1 中国語簡体字漢字GB2312、韓国語ハングル文字KSC5601に対応。　※2 デジタルカメラや携帯電話から写真を取り込むには、市販のメモリーカードや接続ケーブルをご使用ください。　※3 上下は［Fn］＋［PgUp］、［Fn］＋［PgDn］、左右は［←］、［→］ キーを押したときと同じ動作になります。　※4 PC-NJ80Bは、Microsoft® Office Personal 2007搭載。　※5 XMDFフォーマットに対応。XMDFフォーマットの電子書籍は、Space Townブックスのホームページ（http://books.spacetown.ne.jp/sst/）で
紹介しています。（一部無料）　●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。

実用 フォトメニュー
タッチで使える便利な電卓＆

テンキー。計算結果や入力数

値は、ワードパッドなどの文書

や表計算※4に貼り付けOK。

実用 電卓
よく見るホームページや

ブログを登録。ワンタッチ

で、WEBブラウザを起動し、

そのページを表示します。

実用 お気に入り
忘れてはいけない用件を、付

箋紙にメモするような感覚で

手描きして、いつも表示させ

ておけます。

実用 付箋紙 趣味 電子ブック

ネット検索が、手書きでラクラクネット検索が、手書きでラクラク
読みのわからない漢字、中国語※1、韓国語※1、英語などは、手書きで

気軽に入力。ネットで検索したい語句も、スムーズに入力できます。

手描きメールで、気持ちが伝わる手描きメールで、気持ちが伝わる
文字だけでは伝えきれないときは、手描きのイラストや図などを

メールで送信。コミュニケーションの新しいカタチです。

手書きで辞書検索手書きで辞書検索
国語・漢和・英和・和英辞書など、よく使う6種類の辞書を内蔵。

読みのわからない漢字も、手書きで文字入力して辞書検索できます。

写真を、デコレーションできる写真を、デコレーションできる
デジタルカメラや携帯電話から取り込んだ写真※2に、落書きする

感覚で、コメントを自由に描き込んだり、スタンプやフレームで装飾

することができます。

よく使う辞書を
6種類収録

レポートや報告書などの
作成に役立ちます。

装飾した写真をブログで公開すれば、
アピール度が大きくアップ

楽しいスタンプを123種内蔵

Of f ice搭載モデル
（PC-NJ80B）

期間制限はありません



AQUOS
フォトプレーヤー
HN-PP150

AQUOS

PicasaTM
ウェブ
アルバム

Brain

各面端子部

周 辺 機 器

アドオンジャケットを使って、デザインシートを表示部背面に装着

するだけで、手軽に着せ替えできます。お好きな写真やイラスト、布地

などを使えば、自分だけのデザインカスタマイズが楽しめます。

メニュー画面やマウス機能画面の背景画像は、内蔵データのほか、

好きな写真に入れ替えられます。メニュー内容も、インターネット、辞書、

電子ブック、ゲーム…など、使いやすいようにカスタマイズできます。

●別売のアドオンジャケットに付属のデザインシートにマッチした背景画像データを、メビウスホームページから
　ダウンロードすることができます。詳しくは、http://www.sharp.co.jp/mebius/ をご覧ください。

●アドオンジャケットについて、詳しくは、メビウスホームページ http://www.sharp.co.jp/mebius/ をご覧ください。
※ 市販のプリンタなどを使用して印刷したものを、型紙を利用してくり抜き、デザインシートとして装着した例です。

手描きコメント付きの
メールを送る

※1 機種により、一部制限があります。　※2 ウイルコム 03、W-Zero3／イー・モバイル 
EM・ONE。　※3 Googleのサービスです。詳しくは、グーグル株式会社にお問い合わせ
ください。　※4 HN-PP150のみ。　※5 AQUOSとHDMⅠケーブルによる接続が
必要です。AQUOSフォトプレーヤーにHDMⅠケーブルは付属していないため、別売の
スターターキット（HN-SKPP01）が必要です。HDMⅠ=High Definition Multimedia 
Ⅰnterfaceの略。

リチウムイオンバッテリーパック
（本体付属品と同一）
CE-BL59　オープン価格

●質量 約235g（バッテリーカバー含む）
●バッテリーカバー ホワイト系・ブラック系 各1個付属
（PC-NJ80B、PC-NJ70Bにのみ対応しています。）

アドオンジャケット　CE-JK01　オープン価格　（デザインシート5種×1枚、型紙×1枚 付属）

コメントを描き込んだ写真や手描きイラストを

メールに添付して、携帯電話※1に送れます。また、

スマートフォンなど※2で作成した手描きメモ付き

写真を、メールで受け取ることもできます。

ホームページなど、パソコン画面に手描きコメントを

つけた画像やテキスト形式のデータを、SDメモリー

カード（市販品）経由で転送して、持ち歩けます。

「PicasaTMウェブアルバム」※3に写真を保存すれ

ば、インターネットを利用してAQUOSフォトプ

レーヤー※4＋AQUOSで見られます※5。

●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。

自分だけの一台にカスタマイズできる。自分だけの一台にカスタマイズできる。

携帯電話、電子辞書…など、多彩な機器と連携できる。携帯電話、電子辞書…など、多彩な機器と連携できる。

光センサー液晶パッドの画面背景やメニューをカスタマイズ 気分に合わせて着せ替え、アドオンジャケット（別売）

デジタルフォトフレーム感覚で、
好きな写真を使って、背景をカスタマイズ。

よく使うお気に入りの機能を並べて、
メニュー画面をカスタマイズ。

携帯電話

パソコン画面を気軽に持ち歩く電子辞書

離れた場所で、写真を見るAQUOS
フォトプレーヤー

ステレオスピーカー

マイクジャック

LANジャック

前面

盗難防止ホール 液晶パッド専用ペン

左側面

右側面

ヘッドホン出力／オーディオ出力ジャック

ACアダプタージャック

USBコネクター（USB2.0準拠） 

メモリーカードスロット

外部ディスプレイコネクター USBコネクター（USB2.0準拠） 

インストールOS※1

システムバス（メモリーバス）

CPU
キャッシュメモリー

メモリースロット
内蔵ディスプレイ

解像度と色数
有効画素の割合※6

解像度と色数※8
マルチモニター機能

色数
有効画素の割合※6

マウス機能
タッチ機能

キーピッチ／キーストローク

フォーマット

バッテリー駆動時間※18※19
バッテリー充電時間※19

Windows®のシステムから
認識できるドライブ全体の容量

グラフィックアクセラレーター
ビデオメモリー
外部ディス
プレイ表示
表示機能

入力機能

キーボード

Webカメラ
マイク
ハードディスクドライブ※13

フロッピーディスクドライブ
CD／DVDドライブ
LAN
ワイヤレスLAN
Bluetooth®機能
PCカード
SDメモリーカード／SDHCメモリーカード
メモリースティック／メモリースティックPRO
xD-ピクチャーカード

表示／映像／サウンド

汎用／その他
バッテリー

ACアダプター
電源コード

チップセット

メインメモリー

表示機能

表示/入力装置
　光センサー
　液晶パッド

入力装置

記憶装置

通信機能

カードスロット

サウンド機能

接続端子

電源

消費電力
2007年度省エネルギー基準達成率※20
エネルギー消費効率※21
温度／湿度条件

質量
外形寸法（突起部除く） 幅×奥行×高さ（mm）

リカバリー方式
本体固定機構

Windows® 7 Starter for Small Notebook PCs 正規版
■仕様一覧

Office Personal
2007 パック※23

インテル® AtomTM プロセッサー（1.60GHz）
1次：56KB、2次：512KB内蔵

モバイル インテル® 945GSE Expressチップセット／ⅠCH7-M
533MHz（533MHz）

標準1GB～最大2GB※2（DDR2 SDRAM、SO-DⅠMM）
2スロット※3（空きスロット1）

10.1型ワイド ピュアクリーン液晶※4（WSVGA、1,024×600、LEDバックライト）
1,024×600、800×600（すべて最大約1,677万色※5）

99.9993％以上
チップセットに内蔵

最大256MB※7（メインメモリーを使用）
最大2,048×1,536（最大約1,677万色）

ー※9
4型光センサー液晶（FWVGA、854×480、LEDバックライト）

65,536色
99.9987％以上
光センサー方式※10
ジェスチャー操作対応

手書き文字入力、手描きイラスト作成、タッチソフト（電卓、メニュー選択等）
86キー（JⅠS配列準拠）
約17.5mm※11／約2mm

有効画素数約130万画素CMOSカメラ※12
モノラル

約160GB（Serial ATA※14）
約149.0GB

 （C ドライブ：約120.0GB、D ドライブ：約18.0GB、残りはリカバリー領域、WinRE領域として使用）
NTFS
ー※15
ー※15

100BASE-TX／10BASE-T
ⅠEEE802.11b/g準拠※16

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

ー

1※17

チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック、スピーカー（ステレオ）内蔵、マイク（モノラル）内蔵
外部ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub 15ピン）×1、マイクロホン入力

（φ3.5mmステレオミニジャック）×1、ヘッドホン出力／オーディオ出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1
USB（USB2.0準拠）×3、LAN（RJ45）×1

専用リチウムイオンバッテリー
約3時間

約4時間（電源オン・電源オフ時とも）
AC100～240V（日本国内はAC100Vのみ）、50/60Hz（形名：EA-SJ1V）

AC100V専用（日本仕様）
標準約15W／最大約63W

AA
0.0012（l区分）

10～35℃／20～80%（非結露）
約260×190×23.3～39.8

約1.46kg
ハードディスクリカバリー※22※23

盗難防止ホール

主な付属品（印刷物は除く）

専用ペン、ACアダプター、電源コード等
（ハードディスクリカバリーを採用しているため、リカバリーDVDは付属しておりません※22※23）

（　（　　）

PC-NJ80B PC-NJ70B ■付属ソフトウェア一覧表
基本ＯＳ Windows® 7 Starter for Small Notebook PCs 正規版

手書き文字入力
手描きイラスト作成
電卓
ジェスチャー操作

学研 新世紀ビジュアル大辞典
学研 現代新国語辞典 改訂第三版
学研 漢字源 第三版 JⅠS第1・第2水準版
学研 スーパーアンカー英和辞典 初版
学研 スーパーアンカー和英辞典 初版
学研 パーソナルカタカナ語辞典
電子辞書メニュー
電子ブックメニュー
エンターテイメントメニュー（ミニボウリング、ピアノ、
マッチdeパズル、イルミスキャン、クラッチ・ヒッター、アー
チェリー、ハンマー投げ、ゴルフ、スノーボート、瞬間足し算）

写真を楽しむ フォトメニュー
ホームページを見る

メールを送受信する

Windows® Ⅰnternet Explorer®8※2

Windows Live™メール※4
Microsoft® Office Outlook® 2007※3（PC-NJ80Bのみ）

AV再生、ストリーミング再生 Windows Media® Player 12※2
お気に入りサイトをワンタッチ表示 お気に入りメニュー
ネットワークを切り替え おまかせインターネット
ホームページを手軽に検索 JWORD
簡単にgooにアクセス Gooスティック

タッチソフトをワンタッチ表示 ホームメニュー
光センサー液晶の表示をカスタマイズ SHARP液晶パッド設定
省エネを考えた仕様に設定する SHARP省電力設定

電子辞書で調べる

ブンコビューア for Mebius電子ブックを見る
手書き風フォントを作る タッチおれん字 液晶パット版

楽々はがき［セレクト版］ for SHARP年賀状などのはがきを作る
PDFファイルを表示する Adobe® Acrobat 9
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™2009 90日版※5
危険なサイトから守る マカフィー・サイトアドバイザプラス 30日期間限定版※6
有害サイトへのアクセスを制限する i-フィルター 5※7
リカバリーDVDを作成する Recovery Disc Creator※8
ユーザー登録する オンラインユーザー登録（HTML版）

ＯＳ

AV

インターネット

実用・趣味

セキュリティ

サポート

光センサー液晶パッドで
手書き入力＆タッチ操作

入力／操作
環境

ワンタッチで呼び出し

※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 OSに含まれま
す。　※3 Microsoft® Office Personal 2007に含まれます。PC-NJ80Bは、出荷時の既定のメールに設定されて
います。　※4 PC-NJ70Bは、出荷時の既定のメールに設定されています。　※5 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。　※6 ご利用いただく
前にインターネットによるユーザー登録が必要です。ユーザー登録から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、製品版の購入が必要になります。　※7 インストー
ラーを搭載。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」（有償）をお申し込みいただく必要
があります。　※8 リカバリーDVDを一回限り作成できます。市販の
DVD書き込み可能なドライブおよびDVD-R(一層)が必要です。
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アドオンジャケット

デザインシート

ペットの写真で
オリジナル
カスタマイズ※

付属のデザインシートで
手軽にカスタマイズ

DDR2 SDRAMに対応し、スムーズで安定した

操作環境を実現。メモリーの増設により、最大

2GBに拡張できます。

より速く、より簡単に。PCの起動や応答が高速

になり、新しいタスクバーなどの機能により操

作性が改善された最新OSを搭載。

別売のリチウムイオンバッテリーを準備して

おけば、旅行などのおでかけでも安心です。

気軽に持ち歩ける約1.46kg、約260×190×

23.3（最薄部）～39.8mmのコンパクトサイズ。

Windows® 7 Starter for Small Notebook PCs 正規版

軽量・コンパクトボディ

約3時間※2のロングライフバッテリー

1GBメモリー（最大2GB）

インテル製の省電力CPUファミ

リーを搭載。低消費電力ながら、イ

ンターネットやメールが快適です。

インターネットからダウンロードしたデータ、お気

に入りの写真や音楽も、たっぷり保存できます。

大容量約160GBハードディスク

インテル® AtomTM プロセッサー

WDLCフォトガジェットに

手描きコメント入り写真を

ドラッグするだけで、友達

や親戚と共有できます。

表計算や文書作成など、ビジネ

スでもプライベートでも活躍。

期間制限なく使用できます。

WDLC※1フォトガジェット

※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。　※2 使用可能な増設RAMボードについては、動作確認が取れ次第メビウス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://support.sharp.co.jp/mebius/　※3 デュアルチャネルには対応していません。　※4 ドットピッチの横対縦の比率は1：0.96です。　※5 ディザリング機能により実現。　※6 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。　※7 Ⅰntel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使
用しており、本製品の動作状況および搭載メモリー容量により、自動的にビデオメモリー容量が変化します。　※8 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示も可能です。このとき、設定できる最大解像度
は、内蔵ディスプレイと外部ディスプレイの両方で表示できる解像度になります。接続している外部ディスプレイによっては、縦横の比率が正常に表示されないことがあります。　※9 Windows® 7 Starterは、マ
ルチモニター機能に対応しておりません。　※10 光センサー液晶パッドに、プライバシーフィルム（視野角制御フィルム）や傷／汚れ防止用のフィルムを貼り付けないでください。貼り付けると、光センサー液晶パッ
ドが正しく動作しなくなります。光センサー液晶パッドのご使用条件等については、2ページ下部をご確認ください。　※11 一部キーピッチが短くなっている部分があります。　※12 Windows Live メッセンジャー
などのビデオチャット機能で使用できます。　※13 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。　※14 AHCⅠモードでは動作しません。　※15 使用可能なフロッピーディスクドライブ、CD／DVDドライブは、
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。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※16 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）、802.1X（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。）Windows® 7 Starterは、ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークに対応し
ておりません。　※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。xD-ピクチャーカードのType M、Type M+およびType Hにも対応しています。SD Ⅰ/Oカードには対
応していません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、メモリースティックおよびメモリースティックPROの著作権保護機能には対応していません。メモリースティックおよびメモリースティックPROの高速転送機
能には対応していません。Windows ReadyBoostTM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 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、メビウスホームページ
の各機種仕様一覧でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/　※19 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。　※20 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。
※21 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。　※22 付属ソフトの「Recovery Disc Creator」により、リカバリーDVDを一回限り作成できま
す。市販のDVD書き込み可能なドライブおよびDVD-R（1層）が必要です。　※23 ハードディスクリカバリーおよび付属ソフトの「Recovery Disc Creator」により作成したリカバリーDVDには、Microsoft® 
Office Personal 2007が含まれません。Microsoft® Office Personal 2007の再インストールには市販のCD／DVDドライブが必要です。

※1 WDLC=Windows Digital Lifestyle Consortiumの略。　※2 実際の駆動時間
は、使用環境により異なります。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、メビウス
ホームページの各機種仕様一覧でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/
※3 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。xD-ピクチャーカードTMのType M、Type M+およびType Hにも対応しています。
SD Ⅰ/Oカードには対応していません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、メモリー
スティックTMおよびメモリースティックPROTMの著作権保護機能には対応していませ
ん。メモリースティックTMおよびメモリースティックPROTMの高速転送機能には対応して
いません。Windows ReadyBoostTM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。　※4 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。

《その他の特長》●メモリーカードスロット搭載※3

●ワイヤレスLAN内蔵※4（ⅠEEE802.11b/g準拠）

●Bluetooth®機能　●約130万画素Webカメラ

●高音質ステレオスピーカー装備

明るい場所でも、明暗のはっきりしたメリハリの

ある映像が楽しめる、WSVGA（1,024×600）

ワイドピュアクリーン液晶を採用。

見やすい10.1型ワイド液晶

キーピッチ約17.5mm、キーストローク約2mm

のキーボードで、快適に入力できます。

快適な約17.5mmピッチキーボードMicrosoft® Office Personal 2007（PC-NJ80Bのみ）

▲ Excel 2007 ▲ Outlook® 2007

▲ Word 2007

統合ソフト※1 Microsoft
® 

Office
Personal 2007

文書を作る

メール・スケジュール管理
表やグラフを作る

Microsoft® Office Word 2007
Microsoft® Office Excel 2007
Microsoft® Office Outlook® 2007

（PC-NJ80Bのみ）

PC-NJ80B

PC-NJ70B

OS ディスプレイ CPU ハードディスク メモリー Webカメラ 対応メモリーカード 通信機能 統合ソフト

Microsoft® Office
Personal 2007 

ポインティングデバイス

-W（ホワイト系） -B（ブラック系）

Of f ice搭載モデル

オープン価格
PC-NJ80B-W／-B

オープン価格

10月下旬発売予定

10月下旬発売予定
PC-NJ70B-W／-B

Windows Live™メッセンジャー
Windows Live™フォトギャラリー

Windows Live™サービスを活用

SDメモリーカード
SDHCメモリーカード
メモリースティック 
メモリースティックPRO
xD-ピクチャーカード

ワイヤレスLAN
ⅠEEE802.11b/g準拠

Bluetooth®機能

100BASE-TX

Windows® 7
Starter
正規版

10.1型ワイド
ピュアクリーン液晶
（1,024ドット×600ドット）

インテル® AtomTM 
プロセッサー
（1.60GHz）

1GB
（最大2GB）

有効画素数
約130万画素
CMOSカメラ

4型
光センサー液晶

（854ドット×480ドット）
約160GB
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