シャープがお勧めするWindows® XP
■仕様一覧

※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 AMD PowerNow!TMテクノロジ対応。このモデルナンバーはAMDプロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。
最大動作周波数約1.6GHzで動作しておりますが、バッテリー駆動時の動作周波数は約800MHzになります。 ※3 増設するメモリー容量によっては標準メモリーの取り外しが必要です。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ホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※4 ディザリング機能
により実現。 ※5 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。 ※6 対応する垂直・水平周波数については、準備ができ次第メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/
※7 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。 ※8 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約74.5GBになります（Cドライブ：約58.5GB、Dドライブ：約11.0GB、残りは
リカバリ領域として使用）。また、C、DドライブともNTFSでフォーマットされています。 ※9 CD/DVDドライブの書込・書換速度に対応したディスクをご使用ください。ご使用の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速度とCD/DVDドライブの最大書込速度が異なる場合、
どちらか遅い方の最大書込速度で書
き込まれます。 ※10 市販のDVD-RAM/±R/±RWには「for Data」
「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「for Video」
をご使用ください。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またはVer.2.1に準拠したディスクをご使用ください。DVD-RAM Ver.1.0規格に準拠したディスク（片面2.6GBまた
は両面5.2GB）への書込には対応していません。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-R（1層）に書き込む場合は、DVD-R
for General Ver.2.0に準拠したディスクをご使用ください。DVD-R（2層）に書き込む場合は、DVD-R for DL Ver.3.0/4X-SPEED DVD-R for DL Revision 1.0に準拠したディスクをご使用ください。
CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。DVD+R（2層）に書き込む場合は、DVD+R Double Layer 2.4Xに準拠したディスクをご使用ください。DVD±R（2層）
の読出は、対応ドライブやプレーヤーをご使用ください。 ※11 CD-ROM/R/RW：最大24倍速、DVD-ROM：最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）、DVD-RAM：最大5倍速（片面4.7GB／両面
9.4GB）／等倍速（片面2.6GB／両面5.2GB）、DVD-R：最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）、DVD+R：最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）、DVD-RW/+RW：最大6倍速。DVD-RAMにつ
いて、ご使用のディスクの対応倍速とドライブの最大読出速度が異なる場合、
どちらか遅い方の読出速度で読み出します。 ※12 有料アップグレードサービスにより、モデムモジュールを内蔵する
ことができます。有料アップグレードサービス後に内蔵されるモデムモジュールは日本国内仕様です。海外では使用できません。詳しくはメビウスホームページ内アップグレードサービスページにて
順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/ ※13 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、CATV会社との契約
が必要です。 ※14 録画・再生する際にシーンによってはコマ落ちする場合があります。著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画
禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。 ※15 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。デジタルビデオカメラなど、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。接続
可能なデジタルビデオカメラについては、
メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※16 数値はいずれも、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/ ※17 実際の駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。 ※18 電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法
（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。
※19 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。 ※20 付属の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。 ※21 付属の電源コードはAC100V用（日本国内仕様）です。
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Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載
@niftyでインターネット
AOL 7.0 for Windows
DⅠONサインアップソフト
ODNオンラインサインアップソフト
OCNスタートパック for Windows Ver. 3.1
インターネットへの接続や
プロバイダーへの入会を
BⅠGLOBEでインターネット
やさしくサポートする
Yahoo! BB申し込み
Yahoo! ツールバー
So-net
AⅠR-EDGE高速化計画
ホームページを見る
Microsoft® Ⅰnternet Explorer 6 ※1
Windows Media® Player 10
AV再生、
ストリーミングを行う
メビウステロッパー V3.2 ※2
ホームページ情報テロップを表示する
JWORD
任意のキーワードで関連したWEBを表示
みんなでTV電話スタータ
ⅠP電話を利用する
Microsoft® Office Outlook® 2003 ※3
メールや住所録などを管理する
Microsoft® Outlook® Express ※1
メールを送受信する
無線deおしゃべり
ワイヤレスでパソコン同士のデータ交換
おまかせインターネット
ネットワークを自動で切り替え
お手持ちのパソコンのデータを手軽に移行 安心楽々引越しパック
Microsoft® Windows® Messenger ※1
インターネットで情報のやりとりをする
Liquid Surf
ウェブコンテンツを効率よく表示
Media Library（DLNAガイドライン対応 ※4）
ネットワークでAVコンテンツを共有
WinDVD5 ※5
DVDを再生する
WinDVR5
テレビを見る
Drag n Drop CD＋DVD 5
CD-R/RW、DVD±R/RWにデータ保存
Ulead VideoStudio 7 SE（MPEG-2対応版）
デジタルビデオを編集する
Ulead DVD MovieWriter 4 SE ※6
DVDに映像を編集・保存
フォトプロジェクター
スライドショーで画像を閲覧する
Microsoft® Office Word 2003
文書をつくる
Microsoft®
Office Personal
Microsoft® Office Excel 2003
表やグラフをつくる
Edition 2003 SP1 ※7 メール・スケジュール管理 Microsoft® Office Outlook® 2003
翻訳これ一本 エッセンシャル V10 ※8
英日・日英の翻訳をサポートする
アニメーションをつくる
EVAアニメータキャンパス on Mebius Ver.2.0
案内状や住所録をつくる
Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成18年版
乗換案内 時刻表対応版※9
電車の時刻表を見る
Adobe® Reader 7
PDFファイルを表示する
予測変換ユーティリティ
入力を効率化する
ウイルスバスター™ 2005 インターネット セキュリティ90日版※10
コンピュータウイルスを検出・駆除する
見やすいコン2
アイコン・フォントを拡大する
メビウスプライバシーBOX
大切なデータを暗号化して保管
ハードディスク消去ユーティリティ
廃棄・譲渡の際のデータ流出を抑える
ハードディスクリカバリ／Bootable CD Creator※11
システムを再インストールする
オンラインユーザー登録ソフト
（Sharp Space Town入会案内）
ユーザー登録する
メビウス電子マニュアル CyberSupport for Mebius
操作で分からないことを画面で調べる

※1 OSに含まれます。 ※2 テロップ表示されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがあり
ます。 ※3 Microsoft® Office Personal Edition 2003に含まれます。 ※4 DLNAガイドラインに対応するためには、バージョン
アップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.jp/mebius/
本ソフトは音楽、映像、画像などのコンテンツの種類に応じ、DLNAガイドラインv1.0に基づいて設計されています。正式なDLNA認証
に向けて製品化されたもので、相互接続性を維持するために、製品のアップグレードを行う可能性があります。 ※5 CPRM方式で
著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。 ※6 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。 ※7 Microsoft® Office Personal Edition 2003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 Edition 2003 スタートガイド」をご参照ください。 ※8 当ソ
フトは英文の概要を把握したり、英文作成を支援するための翻訳支援ソフトです。 ※9 変更された路線・料金・時刻表等を調べる
場合は、最新のデータをダウンロードする必要があります。データのダウンロードは有償となる場合があります。詳しくはジョルダン（株）
へお問い合せください。http://www.jorudan.co.jp/ ※10 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。 ※11 DVD-Rにより、
リカバリDVDの作成が可能。

■周辺機器（弊社製パソコンにのみ対応しています。）USB接続FDドライブユニット

本製品はJEⅠTA『PCグリーンラベル制度』の審査基準
（2005年度版）
を満たしています。詳細は、Webサイト
http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。

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2005年度基準に対する達成率を示しています。

シャープがお勧めするWindows® XP

先進のワイド画面とCPUで、ハイパフォーマンスを実現。

ひとつ先のメビウス、誕生。

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。

＊「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。

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/homepc/をご参照ください。

■「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。

電話（06）6794-8021
電話（043）299-8021

■お求めは信用と技術を誇る当店で

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。
●リース・
クレジットのご用命は

シャープファイナンスへ。

迫力のワイド画面
15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶

先進のCPU
AMD TurionTM 64 モバイル・テクノロジ

●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。

■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

高画質でテレビ
先進の高画質化技術を搭載したテレビチューナー

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、2005年10月現在のものです。

●このパンフレッ
トは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

TM

2005-10

本パンフレット掲 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。

省エネ基準達成率の表示について

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者とし
て本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に
関する基準を満たしていると判断します。

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

PC-WA80KZ
オープン価格

CE-FD05 オープン価格

■商品ご使用について ●本パンフレットに掲載の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予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、パッド型ポインティングデバイス、ハードディスクドライブ、CD/DVD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、
リモコン、タッチパネル］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。 ●本パンフレットに掲載の製
品にインストールされているWindows® XP Home Edition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。●本パンフレット掲載の製品は、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。The model in this pamphlet 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、本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つくられておりますが、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。 ●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。 ●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。 ●本パンフレット掲載の製品では、一部のDVD、CD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。 ●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。なお、
「ハードディスク消去ユーティリティ」によりデータを復元しにくくなりますが、より確実に消去するには、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。 ■アナログ放送からデジタル放送への移行について…地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始
され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。
■パンフレットについてのご注意 ●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、Windows Media、Outlook、Microsoft Officeロゴ、Microsoft Excelロゴは米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標です。 ●AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Turion、ならびにその組み合わせ、AMD PowerNow！は、Advanced Micro Devices,Ⅰnc.の商標です。 ●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。 ●「テレビ王国」はソニーコミュニケー
ションネットワーク株式会社の登録商標です。 ●@niftyはニフティ株式会社の商標です。 ●AOLはAmerica Online,Ⅰnc.の登録商標です。 ●DⅠONはKDDⅠ株式会社の登録商標です。 ●ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。 ●OCNはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。 ●BⅠGLOBEは日本電気株
式会社の登録商標です。●So-netはソニー株式会社の登録商標です。●Liquid Surfは米国Portrait Displays,Ⅰnc.社の商標です。●Ulead、Ulead VideoStudio、DVD MovieWriterは、Ulead Systems,Ⅰnc. の登録商標です。●Drag′
n Drop、安心楽々は、イージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。●TRENDMⅠCRO、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。Copyright © 2005 Trend MicroⅠncorprated. All Rights Reserved. ●WinDVDはⅠnterVideo,Ⅰnc.の商標です。 ●Adobeは、Adobe SystemsⅠncorporated（アドビシステムズ株式会社）の商標です。 ●「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの商標です。
「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、
「CyberSupport」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●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。

●ご相談窓口…
お客様相談センター

ノートパソコン BC

■付属ソフトウェア一覧表

PC-WA80KZ
形名
インストールOS※1
Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載
CPU
AMD TurionTM 64 モバイル・テクノロジ MT-28※2（データ実行防止対応）
1次：128KB、2次：512KB内蔵
キャッシュメモリー
チップセット
ATⅠ社製 RADEON® XPRESS 200M
800MHz HyperTransportTM（333MHz）
システムバス
（メモリーバス）
メインメモリー
標準512MB〜最大2GB※3（DDR SDRAM PC2700対応）
2スロット
（空きスロット1）
メモリースロット
15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶（WXGA対応）
内蔵ディスプレイ
1,280×800、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色※4）
内蔵ディスプレイ表示
表
99.9993％以上
有効画素の割合※5
示
チップセットに内蔵
機 グラフィックアクセラレーター
標準32MB
（32MB、
64MBか
ら選択可）
（メインメモリーを使用）
ビデオメ
モ
リ
ー
能
外部ディスプレイのみ表示
最大2,048×1,536（最大約1,677万色）
外部ディス
プレイ表示※6 内蔵ディスプレイとの同時表示
最大1,280×800（最大約1,677万色）
入
キーボード（キーピッチ／キーストローク）
OADG仕様準拠 87キー
（約19mm／約3mm）
力
装
置
ポインティングデバイス
パッド型ポインティングデバイス
（ホイール機能対応）
ハードディスクドライブ※7
約80GB※8（Ultra ATA/100）
記 フロッピーディスクドライブ
別売（3モード対応 3.5型、外付）
憶
DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）
（DVD-RAM＆DVD±R/RWドライブ）※10 書込：最大8倍速（DVD-R 1層）／最大2倍速（DVD-R 2層）、
装
最大8倍速（DVD+R 1層）／2.4倍速（DVD+R 2層）、最大24倍速（CD-R）、書換：最大5倍速（DVD-RAM）、最大4倍速（DVD-RW/+RW）、
置 CD/DVDドライブ※9
最大10倍速（CD-RW）、読出：最大24倍速（CD）、最大8倍速（DVD）※11 バッファアンダーランエラー防止機能対応
通
― （有料アップグレードサービス※12）
モデム
信
機
100BASE-TX／10BASE-T
LAN
能
TypeⅡ×1（PC Card Standard準拠、CardBus対応）
PCカードスロット
Ａ
VHF（1〜12ch）、UHF（13〜62ch）、CATV（C13〜C63ch）※13
地上アナログチューナー
Ｖ
（地上デジタル放送、BS放送、CS放送は受信できません。）
機 テレビ機能 （受信チャンネル）
能
高画質化機能
10bit A/Dコンバータ、
ダイレクトオーバーレイ
サウンド機能
AC'97準拠サウンドシステム内蔵、
スピーカー（ステレオ）内蔵、
マイクロホン（モノラル）内蔵
ミニD-sub15ピン）×1、地上アナログアンテナ入力（ミニF型同軸）×1※14
外部ディスプレイ出力（アナログRGB、
マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×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、
インタフェース
USB（USB2.0準拠）×3、ⅠEEE1394（4ピン）×1※15
電源
専用ACアダプター（100〜240V、50/60Hz）、専用リチウムイオンバッテリー
消費電力
最大 約60W
バッテリー駆動時間※16※17
約2.0時間
約6時間（電源オン時）、約4時間（電源オフ時）
バッテリー充電時間※17
2005年度省エネルギー基準達成率※18
AAA
エネルギー消費効率※19
0.00042（S区分）
温度／湿度条件
10〜35℃／20〜80%（非結露）
幅 約354×奥行 約253×高さ 約27.8（最小）〜約33.0（最大）mm
外形寸法（突起部除く）
質量
約2.8kg
ハードディスクリカバリ※20
リカバリ方式
盗難防止ホール
本体固定機構
アンテナ変換アダプター／ACアダプター／電源コード※21／Office Personal 2003パック等
主な付属品（印刷物除く）
（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-ROMは付属しておりません。※20）

シャープがお勧めするWindows® XP

迫力のワイド画面

先進のCPU

高画質でテレビ

TM

15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶

AMD Turion 64 モバイル・テクノロジ

先進の高画質化技術を搭載したテレビチューナー

WXGA（1,280×800）の「15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶」を採用。XGA

64ビットおよび32ビットのアプリケーションを実行できる

（1,024×768）に比べ、約1.3倍の広い表示領域で、DVDの映画ソフトもワイドに

先進のCPUを採用。現行の32ビット環境においてハイ

細部までくっきり再現する「10bit A/Dコンバータ」をはじめ、受信した
映像を、MPEG-2に圧縮変換することなく直接表示する「ダイレクト

表示。番組表や表計算データなどを見やすく拡大して表示することも可能です。

パフォーマンスを発揮すると共に、64ビット環境でも

オーバーレイ」を搭載。美しい画面でテレビを楽しめます。

テレビを見ながら、同時にホームページも閲覧できます。

高い処理能力を発揮します。

AMD64性能
●ワイド画面だから、
DVDの映画ソフトも大迫力。

64ビットおよび32ビットのアプリケーションを実行できるAMD64アーキテクチャを
採用。スムーズで快適な処理を実現します。

データ実行防止対応

一般的なA/Dコンバータ
（8bit）による映像

10bit A/Dコンバータによる映像
写真は性能を説明するためのイメージです。

ウイルス防止強化に対応しているので、パソコン全体の安全性を高めます。

AMD PowerNow! テクノロジ
TM

手軽に番組録画

CPUの無駄な発熱を抑え、バッテリー寿命に配慮します。

3DNow! プロフェッショナル・テクノロジ
TM

PC-WA80KZの表示領域

当社従来機の表示領域（PC-AL70J）

写真はイメージです。

「テレビ王国」の提供する「レコメンドサービス」に対応

テレビやDVD、
ストリーミングなどのデジタルエンターテイメントに優れた再生品質
を実現します。

●一覧性に優れ、
2画面でも見やすい。

※1

●ホームページもワイドにたっぷり表示。

視 聴 履 歴からお 薦め番 組が 表 示される、
「テレビ王 国 」の 提 供

HyperTransport テクノロジ
TM

する「レコメンドサービス」で手軽に録画できます。また、
「ぴったり録画」

パソコン内部の処理速度を高めます。

機能を使えば、録画データをDVD1枚にぴったりダビングできます。
■HyperTransportTMテクノロジ（概略図）

AMD
TurionTM64

■録画メディア別 録画時間一覧

HyperTransportTM

6.4GB/秒

ノース
ブリッジ＊

従来 約2GB/秒（モバイルAMD Athlon

TM

コンパクトに
置く

XGAに比べ、約1.3倍の情報量により、テレビを見ながら、番組表

「Liquid Surf」ソフトにより、ホームページを2画面並べて表示。

のチェックも広々行える。

縦長のホームページ画面も折り返し表示で閲覧。

XP-Mの場合）

＊チップセットの構成要素の1つで、CPUとPCⅠバスを接続する役割を果たす。

DVD-RAM
（片面）

DVD±RW

DVD±R
（1層）

DVD+R
（2層）

約2時間

約1時間

約1時間

約2時間

約4時間

約2時間

約2時間

約4時間

約4時間

約4時間

約8時間

録画
モード

ハード
ディスク

DVD-RAM
（両面）※2

DVD XP
（最良）

約17時間

約1時間

DVD SP
（良）

約33時間

約2時間

DVD LP
（普通）

約61時間

約4時間

約8時間

PC-WA80KZ オープン価格

ワイドに
見る

好きな部屋でメビウスシアター。

目標年度
2005年

省エネ基準達成 AAA＊
エネルギー消費効率 0.00042（S区分）
＊

＊詳しくは最終ページをご覧ください。
●この商品はビックカメラ専用商品です。

色調…上面：シルバー／
キーボード：シルバー

大切なデータを暗号化して保管「メビウスプライバシーBOX」

※3

クラス最小の底面積 を誇る、UVコーティングボディ

Note

■主な機能一覧
Windows® XP Home Edition SP2 セキュリティ強化機能搭載

インストールOS

万一のパソコンの盗難や紛失時にも、個人情報や会社情報などのデータを

15.4型大画面・DVDドライブを採用しな

液晶ディスプレイ

15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶

暗号化し、漏洩に配慮できます。

がら、幅約354mm×奥行約253mmの

CPU

AMD TurionTM 64 モバイル・テクノロジ MT-28

メモリー

標準 512MB（最大2GB）

クラス最小の底面積 ※3を実現。しかも、
情報
漏洩

薄さ約27.8mm
（最薄部）
・質量約2.8kg
で手軽に持ち運べます。

1

大切なデータを
メビウスプライバシー
BOXに置くと自動的に
暗号化して保管

2

保管したデータを
開くときには、
パスワード入力

●オリジナルDVDがつくれる「DVDスーパーマルチドライブ」
●快適でスムーズな処理能力を実現「標準512MB（最大2GB）メモリー」

廃棄・譲渡の際のデータ流出を防ぐ「ハードディスク消去ユーティリティ」

●ネットワークで他のパソコン※4とAVコンテンツを共有「Media

Library」

ハードディスク

約80GB

CD/DVDドライブ

DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）

TVチューナー

地上アナログ

3.5型フロッピーディスクドライブ

（別売外付）

モデム

−（有料アップグレードサービス※5）

LAN

100BASE-TX／10BASE-T

バッテリー駆動時間（JEⅠTA測定法1.0による）

約2.0時間

ワープロ／表計算ソフト

Microsoft® Office Personal 2003 SP1

月

日 担当者：

●表計算や文書作成などに活躍

廃棄や譲渡する際に、
ハード
ディスクに記録された個人
情報を、復元されにくいよう
に消去し、
システムを再イン
ストールできます。

意味のないデータを

大切なデータが

上書き

復元されにくい

個人情報が
残っている

意味のない
データ

各 面 端子部

「Microsoft® Office Personal Edition 2003 Service Pack1」
前面

情報
漏洩

※1 録画品質「DVD LP」で録画した場合、約61時間録画できます（出荷時状態での目安）。また、録画予約を設定した場合は、Windows®
を起動させておくか、
あるいはスタンバイ状態にしてください。状況によりコマ落ちする場合があります。 ※2 ディスク両面への連続録画
はできません。 ※3 15.4型ワイド液晶搭載ノートパソコンにおいて。2005年9月現在、当社調べ。 ※4「Media Library」をインストール
する必要があります。本機によりインストールCDが作成でき
（市販のCD-Rが必要です）、最大2台のパソコンにインストールできます。
「Media
Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。 ※5 有料アップグレードサービスにより、
モデムモジュールを内蔵することができます。
有料アップグレードサービス後に内蔵されるモデムモジュールは日本国内仕様です。海外では使用できません。詳しくはメビウスホームページ
内アップグレードサービスページにて順次ご案内します。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/

●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。 ●番組を受信するためには、
あらかじめアンテナを接続しておく必要があります。内蔵テレビチューナーの受信チャンネル：VHF（1〜12ch）、UHF（13〜62ch）、CATV（C13〜C63ch）。
地上デジタル放送、BS放送、CS放送は受信できません。著作権保護機能として、
コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。

後面

USBコネクタ−（USB2.0準拠） ヘッドホン出力／オーディオ出力ジャック

ⅠEEE1394コネクター

マイクジャック

左側面
USBコネクタ−（USB2.0準拠）

盗難防止ホール

ACアダプタージャック

外部ディスプレイコネクター

アンテナ入力端子

右側面
PCカードスロット

LANジャック

DVDスーパーマルチドライブ

