
株式会社ウィルコムの電話・サービスに関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターへ 

◎ご利用のお申し込み・お問い合わせ（無料） 

●ウィルコムの電話から→（局番なしの）116 
●一般加入電話・携帯電話から→ 0120-921-156 
受付時間 10：00～18：00 （土・日・祝日を除く） 

◎データ通信に関するお問い合わせ（無料） 

●ウィルコムの電話から→（局番なしの） 157 
●一般加入電話・携帯電話から→ 0120-921-157 

ht tp : / /www.w i l l com- inc .com/  受付時間 10：00～18：00 （土・日・祝日を除く） 

※お申し込み・各種お手続きは、 
一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。 

本社　〒545-8522 
大阪市阿倍野区長池町 22番22号 

月～土：午前9時～午後6時 ※日・祝日及び年末・年始等の弊社休業日は除く 
●ホームページもご覧ください　http://www.sharp.co.jp/ws/ 

●商品に関するお問い合わせ 

ホームページもご覧ください 

http://www.willcom-inc.com/ 

詳しい商品情報は各ホームページまで 

株式会社ウィルコム 

http://www.sharp.co.jp/ws/ 
シャープ株式会社 

0120-606-512 
お客様相談 
センター 

カラーバリエーション 

ノーブルブラック 

WS027SH（K） 

プレミアムゴールド 

WS027SH（N） 

新しいスタイル×新時代のパフォーマンス 

もうひとつの未来。 

■安全に関するご注意 ●自動車・バイク運転中の使用は法律で禁止されています。自動車・バイクなどを安全な場所に停めてからご使用ください。 ●本製品は医療機器（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。病院内、混雑した場所（満員電車など）で使用する際は、W-CDMA、PHS、ワイヤレスLAN／Bluetooth®
を無効にしてください。 ●航空機内など使用を禁止された区域では使用しないでください。　■電話機の取扱いについて ●指定のACアダプターや充電池をご使用ください。指定以外のACアダプターや充電池などを使用すると、火災・事故の原因となります。 ●本製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでくださ
い。表示部（画面）などの破損、故障の原因となります。ハンドストラップなどをご利用になり、本製品を落とさないようご注意ください。 ●ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。　■ご使用にあたって ●本製品は電波を利用しているため、サービスエリア内でも障害物などにより電波が届かない場合はご使用いただけま
せん。またご使用中に電波の状態が悪い場所などへ移動された場合は、通話や通信が途切れる場合がありますのでご了承ください。 ●本製品は電波を利用しているため、第三者が故意に通話や通信を傍受するケースが全くないとはいえません。この点、ご理解・ご配慮いただいた上でご使用ください。 ●本製品発売後に発表・発売された
サービスや周辺機器等に対する動作保証はできません。 ●本製品は日本国内での使用を目的に設計されています。 ●周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。 ●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失したりする場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、
当社はいっさい責任を負いませんのであらかじめご了承ください。（重要な内容はカードにバックアップを取り、必ずメモ帳やノートなどに控えておいてください。） ●故障時の修理の際には、本体メモリーにお客様が記録されたデータやインストールされたソフトウェアは消去される場合があります。あらかじめご了承ください。 ■内蔵ワイ
ヤレスLAN／Bluetooth®について ●本製品は、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、本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。Bluetooth®の通信距離は最大約10mです。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については本製品の取扱説明書を
ご覧ください。　■電波干渉に関して ●本製品に搭載のワイヤレスLAN／Bluetooth®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。 ●本製品の使用前に、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、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。　　　　　　　　　■著作権に関するご注意 ●パソコンで
録画したテレビ映像、インターネットホームページ上の動画や音楽や画像、音楽用CD、雑誌記事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の許諾を受けているなどの事情がないにもかかわらず、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にお控えください。また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する
場合、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にお控えください。　■液晶パネルについて ●モバイルASV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。　■当資料について ●表示は開発中のものであり、ハメコミ合成です。 ●商品や画面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。 ●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。

●Microsoft、Windows Mobile、Windows Media、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、Internet Explorer、Windows Live、ActiveSync、Windows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。 ●QualcommはQualcomm Incorporatedの登録商標です。 ●Bluetooth® is 
a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ●microSD™ ロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●Adobe、
Adobe PDF、Flash、Flash Liteは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 ●IrDA®、IrMC™はInfrared Data Association®の商標または登録商標です。 ●「FOMA／フォーマ」は、株式会社NTTドコモの登録商
標です。 ●JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 ●JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。 ●その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Qualcomm® MSM7200A、ARM11 528MHz

WS027SH 主な仕様 

CPU

（幅）約53×（高さ）約120×（厚さ）約16.9（本体閉時、最薄部） サイズ（mm) 
約158（充電池含む） 質量（g) 

約5時間 連続通話時間※1 

連続待受時間※1 
Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional 日本語版 OS 

480×854ドット、3.5型 262,144色 モバイルASV液晶（タッチパネル／バックライト付）表示

フラッシュメモリー 512MB／SDRAM 256MB（ワークエリア）メモリー
通信機能

WILLCOM UI（電話帳、電話発着信履歴、設定メニュー、メニューランチャなど）、電話、メール（Outlook®互換）、ライトメール、
Internet Explorer® Mobile、予定表、連絡先、仕事、メモ、Excel® Mobile、OneNote® Mobile、PowerPoint® Mobile、
Word Mobile、Windows Media® Player 10 Mobile、Marketplace、Windows Live™、My Phone、画像とビデオ、コラムリーダ、
名刺リーダ、バーコードリーダ、情報リーダ、PDF SHOT、Adobe® Reader™ LE、ActiveSync®、JBlend™（Java™アプリ）、その他

W-CDMA 800/2100MHz、HSDPA 7.2Mbps、HSUPA 5.7Mbps、PHS（W-OAM typeG対応W-SIM）、 
ワイヤレスLAN（IEEE802.11b/g準拠）、赤外線通信（IrDA®1.2方式/IrMC™1.1方式）※2、Bluetooth® 2.0 

カードスロット microSDTMカードスロット、W-SIMスロット、FOMAカードスロット 
接続端子 ACアダプター端子/USB端子（microABコネクター）、イヤホンマイク端子（平型）、赤外線通信ポート 
内蔵カメラ 有効画素数 約500万画素CMOS（手ブレ補正／オートフォーカス対応） 

日本語入力システム ケータイShoin for WS027SH 
その他 GPS、モーションセンサー 
主な付属品

主なアプリケーション

スタイラス、USBケーブル（パソコン接続用）、ACアダプター、かんたん操作ガイド、取扱説明書、ハンドストラップ、その他 

※1 使用環境、機能の設定状況等により通話時間・待受時間は変動します。なお、この数値はW-SIM「RX430AL」で測定したものです。 　※2 すべての赤外線通信機器とのデータ通信を保証する
ものではありません。また、赤外線通信機器によっては、送受信できないデータがあります。

約400時間（W-CDMA OFF時）、約200時間（W-CDMA ON時） 

※掲載の内容は2009年12月現在のものです。 



 

データ通信は、よりハイスピードに。

操作性は、より心地よく、直感的に。

そして、機能は、より多才に。

HYBRID W-ZERO3 ── これが、あなたが待っていたスマートフォン。

●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。 

スピード、操 作 性、機 能。磨き上げて “洗 練 ”。 
スマート  



ウィルコムならではの高音質通話と、高速データ通信が、ひとつに。 

ネットもメールも、快速・快適。このスピードを、待っていた。 

高精細3.5型
フルワイドVGA液晶

スライドスタイル
ダイヤルキー

会話は、明瞭な声でハキハキと。 

報告や情報収集は、迅速に─── 

ビジネスを円滑に進めるには、 

スムーズなコミュニケーションが大切。 

HYBRID W-ZERO3は、 

クリアな通話音質と高速データ通信を両立。 

このスピード感、まさにスマート。 

高速データ通信で
快速アクセス

相手の声が間近に
感じられるクリアな音声

フルワイド画面で、
PCサイトも快適に閲覧

使い慣れたダイヤルキーで
すばやく入力

●公衆無線LANサービス※4を利用して、
　ワイヤレスLANでアクセス（IEEE802.11b/g準拠）

高速通信 

「WILLCOM CORE 3G」サービス※1に
対応。HSUPA方式に対応し、下り最大
7.2Mbps、上り最大5.7Mbpsの高速通信
（規格値）を実現しました※2。

ブラウザには、「Microsoft® Internet 
Explorer® Mobile」を搭載。3.5型フル
ワイドVGA画面だから、一般的なパソコン用
ホームページをほとんど横スクロールすること
なく、閲覧できます※6。

スライド式のダイヤルキーを搭載。メール
文面の作成や、ブラウザの検索キーワード
の入力、ブログの更新などが、片手操作の
使い慣れた感覚で行えます。

音楽CDとほぼ同じ圧縮技術を採用。
そのため、相手が間近に感じられるほどの、
クリアな音質で通話が楽しめます。

インター 
ネット 

メール 

高音質 
通話 

●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。 

●「Flash Lite 3.1※7」の採用により、
　動画サイトも楽しめる※8（Flash Ver.9相当）

●WordやExcel®など、
　PCファイルの添付も可能※10

（480×854ドット） 

※1 「WILLCOM CORE 3G」サービスは、株式会社NTTドコモのFOMAおよびFOMA3Gのネットワークを利用して、インターネットに接続するサービスです。　※2 通信の速度は技術規格上の最大値であり、サービスはベストエフォート方式による提供となります。
実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変動します。　※3 「W-OAM typeG」光IP化エリアでは、最大約400kbpsのデータ通信が可能です。　※4 公衆無線LANサービスのすべてを利用できるわけではありません。公衆無線LANサービス
を利用するにはサービスへの加入、登録が必要な場合があります。また、サービスによっては課金される場合があります。加入方法やサービス提供内容、サービスエリアについては、サービス提供元へ事前にご確認ください。　※5 無線LANルーター機能は、初回起動
時から30日間のお試しモードにおいて、無料でご利用いただけます。お試しモード終了後にご利用を継続される場合は、シリアルIDをご購入ください。　※6 一部ご利用いただけないサイトもあります。横スクロールが必要な場合もあります。　※7 対応バージョンでも
閲覧できない場合があります。　※8 コンテンツによって再生できない場合があります。　※9 サービスや接続環境により使用できない場合があります。また、一部制限があります。　※10 ファイルによっては開けない場合があります。また、一部制限があります。 

●パソコン宛のメールを、外出先でも送受信※9

●変換効率のよい「ケータイShoin」で
　スムーズに文字入力

●「W-OAM typeG」対応W-SIMによる、
　4xパケット方式のデータ通信が可能※3

HYBRID W-ZERO3を介して
パソコンからインターネットに接続

インターネット 
共有 

HYBRID W-ZERO3を無線LAN
アクセスポイントとして活用

無線LAN 
ルーター※5 



画面タッチやXc r aw lで、 直感的に思いのままに操る。 

ついに、スマートフォンが快適な使いやすさを手に入れた。 

どんなに高価なものであっても、 

日常使いできないものに、魅力を感じない。 

使いこなすほどに、わいてくる愛着─── 

モノとの付き合いは、そうありたい。 

HYBRID W-ZERO3は、 

直感的な操作感を徹底追求。 

この使い心地、まさにスマート。 

わかりやすい画面と
タッチ操作で使いやすい

電話帳など、よく使う機能の画面インター
フェースを、よりケータイライクな操作性に
改善。また、画面タッチ操作で、直感的に
使いこなせます。

本体の向きに合わせて、
表示の向きが切り換わる

通常の使用時はタテ、ホームページ閲覧時
はヨコ…と、本体の向きに合わせて、表示の
向きもタテヨコ自動的に切り換わります。※

モーション 
センサー 

タッチ 
パネル 

指の動きに合わせて
光が回る

ジョグ機能内蔵カーソルキー「Xcrawl（エク
スクロール）」を搭載。なぞったり、押したり…
といった操作で、画面のスクロールやカーソル
の移動が可能。操作に合わせてカーソル
キーの周辺が光ります。

光る 
カーソルキー 

メニューランチャ  
画面タッチでアプリケーションが起動します。 
1画面12アイコン×8画面まで登録でき、 
アイコンの配置は、自由にカスタマイズできます。 

●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。 

エクスクロール 

※ アプリケーションによっては、タテ画面のみでのご利用となります。 

発信時電源ON時 着信時



さまざまな情報を取り込み、データ化する。 

今、カメラは“写真を撮る”から“情報を録る”へ── 

街には、ニュースがあふれている。 

ビジネスタイムでも、 

プライベートタイムでも、 

常にアンテナを高くしておきたい。 

HYBRID W-ZERO3は、 

撮るだけではないカメラを搭載。 

この情報収集力、まさにスマート。 

ホワイトボードを撮影し、
PDFに変換

ホワイトボードに書かれた会議メモを撮影す
れば、画像の明るさやコントラストを自動調整
し、PDFデータに自動変換。メールに添付し
て関係者に送ったり、自分のメモ用として保
存するなど、スマートに活用できます。※1

※1 著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲内で使用する以外は複製することが禁じられています。 
※2 デザイン等によっては、正常に読み取れない場合があります。 

ホワイトボードを
撮影

PDFデータに
変換

メールに
添付

PDF 
SHOT 

ベストショットを
自動撮影。

被写体が笑顔になると自動的
にシャッターを切る「笑顔撮影
機能」を採用。シャッターチャ
ンスを逃さず撮影できます。

笑顔 
撮影機能 

雑誌などで見つけたお店をサッと撮影。お店
の名前や住所、電話番号などを読み取って、
「電話帳」に登録できます。※1※2

名刺を撮影すると、名前や住所、メールアド
レスなどを読み取って、「電話帳」に登録可
能。英字名刺にも対応しています。※2

雑誌などで気になる記事があれば、すぐに
撮影。記事の内容をテキスト化して保存・
活用ができます。※1※2

キャプチャーした文面を
テキスト化

コラム 
リーダ 

名刺情報を読み取り、
連絡先にラクラク登録

名刺 
リーダ 

雑誌などのお店情報を
読み取り、電話帳へ

情報 
リーダ 

●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。 

約500万画素カメラ搭載
（手ブレ補正／オートフォーカス対応）

mail 

名刺情報を読み取り名刺 

PDF



Windows Live™専用キーをワンタッチで、すぐにアクセス。 

Microsoft®のクラウドサービスで、HYBRID W-ZERO3の世界が大きくひろがる。 

話題のクラウドコンピューティング。 

その便利さをモバイル環境で 

手軽かつ最大限に活かすことができれば、 

毎日の暮らしは、もっと豊かになる。 

HYBRID W-ZERO3は、 

Microsoft® のクラウドサービスに対応。 

この発展性、まさにスマート。 

総合オンラインサービスで
コミュニケーションがひろがる

25GBのオンラインのフォトアルバムに好きな
写真を保存しておき、見たい時に見られます。

Windows 
Live™※1 

クラウド上に
大切なデータを保管できる

連絡先、予定表、メモ、写真、音楽、ドキュ
メント…など、HYBRID W-ZERO3に保存
しているさまざまなデータを、クラウド上に
保管できます。パソコンからもブラウザで
閲覧・編集ができ、自動または手動で同期
作業が行えます。

My Phone 
欲しいアプリケーションが
ダウンロードできる

カテゴリー別やおすすめ、人気順などのリスト
から選んだり、キーワードで検索して探したり、
欲しいアプリケーションが簡単に手に入ります。
アプリケーションは、内容や動作をチェック
した上で公開されており、バージョンアップも
お知らせしてくれるので、安心して使うことが
でき、楽しみが増えます。

Market 
place※2 

●Windows Live™ フォト

パソコンと同じアドレスを使ってメールを送受
信。パソコンを持ち歩かなくても、HYBRID 
W-ZERO3でメールをチェックできます。

●Windows Live™ Hotmail

日記などのブログを公開したり、写真を公開
したり…。友人や家族などとのコミュニケー
ションが手軽に楽しめます。

●Windows Live™ Spaces

外出先からも、リアルタイムで友人に話し
かけることができるので、インターネットを活用
したコミュニケーションが広がります。

●Windows Live™ メッセンジャー

●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。 
※1 Windows Live™ のサービスを利用するには、Windows Live™ ID が必要です。　※2 Marketplaceのコンテンツは有料のものがあります。 Microsoft® Windows Mobile® 6.5搭載
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閲覧・編集 

データ保管・同期

アプリケーション
購入
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連絡先

ドキュメント
予定表

連絡先



株式会社ウィルコムの電話・サービスに関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターへ 

◎ご利用のお申し込み・お問い合わせ（無料） 

●ウィルコムの電話から→（局番なしの）116 
●一般加入電話・携帯電話から→ 0120-921-156 
受付時間 10：00～18：00 （土・日・祝日を除く） 

◎データ通信に関するお問い合わせ（無料） 

●ウィルコムの電話から→（局番なしの） 157 
●一般加入電話・携帯電話から→ 0120-921-157 

ht tp : / /www.w i l l com- inc .com/  受付時間 10：00～18：00 （土・日・祝日を除く） 

※お申し込み・各種お手続きは、 
一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。 

本社　〒545-8522 
大阪市阿倍野区長池町 22番22号 

月～土：午前9時～午後6時 ※日・祝日及び年末・年始等の弊社休業日は除く 
●ホームページもご覧ください　http://www.sharp.co.jp/ws/ 

●商品に関するお問い合わせ 

ホームページもご覧ください 

http://www.willcom-inc.com/ 

詳しい商品情報は各ホームページまで 

株式会社ウィルコム 

http://www.sharp.co.jp/ws/ 
シャープ株式会社 

0120-606-512 
お客様相談 
センター 

カラーバリエーション 

ノーブルブラック 

WS027SH（K） 

プレミアムゴールド 

WS027SH（N） 

新しいスタイル×新時代のパフォーマンス 

もうひとつの未来。 

■安全に関するご注意 ●自動車・バイク運転中の使用は法律で禁止されています。自動車・バイクなどを安全な場所に停めてからご使用ください。 ●本製品は医療機器（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。病院内、混雑した場所（満員電車など）で使用する際は、W-CDMA、PHS、ワイヤレスLAN／Bluetooth®
を無効にしてください。 ●航空機内など使用を禁止された区域では使用しないでください。　■電話機の取扱いについて ●指定のACアダプターや充電池をご使用ください。指定以外のACアダプターや充電池などを使用すると、火災・事故の原因となります。 ●本製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでくださ
い。表示部（画面）などの破損、故障の原因となります。ハンドストラップなどをご利用になり、本製品を落とさないようご注意ください。 ●ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。　■ご使用にあたって ●本製品は電波を利用しているため、サービスエリア内でも障害物などにより電波が届かない場合はご使用いただけま
せん。またご使用中に電波の状態が悪い場所などへ移動された場合は、通話や通信が途切れる場合がありますのでご了承ください。 ●本製品は電波を利用しているため、第三者が故意に通話や通信を傍受するケースが全くないとはいえません。この点、ご理解・ご配慮いただいた上でご使用ください。 ●本製品発売後に発表・発売された
サービスや周辺機器等に対する動作保証はできません。 ●本製品は日本国内での使用を目的に設計されています。 ●周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。 ●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失したりする場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、
当社はいっさい責任を負いませんのであらかじめご了承ください。（重要な内容はカードにバックアップを取り、必ずメモ帳やノートなどに控えておいてください。） ●故障時の修理の際には、本体メモリーにお客様が記録されたデータやインストールされたソフトウェアは消去される場合があります。あらかじめご了承ください。 ■内蔵ワイ
ヤレスLAN／Bluetooth®について ●本製品は、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、本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。Bluetooth®の通信距離は最大約10mです。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については本製品の取扱説明書を
ご覧ください。　■電波干渉に関して ●本製品に搭載のワイヤレスLAN／Bluetooth®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。 ●本製品の使用前に、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、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。　　　　　　　　　■著作権に関するご注意 ●パソコンで
録画したテレビ映像、インターネットホームページ上の動画や音楽や画像、音楽用CD、雑誌記事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の許諾を受けているなどの事情がないにもかかわらず、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にお控えください。また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する
場合、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にお控えください。　■液晶パネルについて ●モバイルASV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。　■当資料について ●表示は開発中のものであり、ハメコミ合成です。 ●商品や画面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。 ●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。

●Microsoft、Windows Mobile、Windows Media、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、Internet Explorer、Windows Live、ActiveSync、Windows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。 ●QualcommはQualcomm Incorporatedの登録商標です。 ●Bluetooth® is 
a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. ●microSD™ ロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●Adobe、
Adobe PDF、Flash、Flash Liteは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 ●IrDA®、IrMC™はInfrared Data Association®の商標または登録商標です。 ●「FOMA／フォーマ」は、株式会社NTTドコモの登録商
標です。 ●JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 ●JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。 ●その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Qualcomm® MSM7200A、ARM11 528MHz

WS027SH 主な仕様 

CPU

（幅）約53×（高さ）約120×（厚さ）約16.9（本体閉時、最薄部） サイズ（mm) 
約158（充電池含む） 質量（g) 

約5時間 連続通話時間※1 

連続待受時間※1 
Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional 日本語版 OS 

480×854ドット、3.5型 262,144色 モバイルASV液晶（タッチパネル／バックライト付）表示

フラッシュメモリー 512MB／SDRAM 256MB（ワークエリア）メモリー
通信機能

WILLCOM UI（電話帳、電話発着信履歴、設定メニュー、メニューランチャなど）、電話、メール（Outlook®互換）、ライトメール、
Internet Explorer® Mobile、予定表、連絡先、仕事、メモ、Excel® Mobile、OneNote® Mobile、PowerPoint® Mobile、
Word Mobile、Windows Media® Player 10 Mobile、Marketplace、Windows Live™、My Phone、画像とビデオ、コラムリーダ、
名刺リーダ、バーコードリーダ、情報リーダ、PDF SHOT、Adobe® Reader™ LE、ActiveSync®、JBlend™（Java™アプリ）、その他

W-CDMA 800/2100MHz、HSDPA 7.2Mbps、HSUPA 5.7Mbps、PHS（W-OAM typeG対応W-SIM）、 
ワイヤレスLAN（IEEE802.11b/g準拠）、赤外線通信（IrDA®1.2方式/IrMC™1.1方式）※2、Bluetooth® 2.0 

カードスロット microSDTMカードスロット、W-SIMスロット、FOMAカードスロット 
接続端子 ACアダプター端子/USB端子（microABコネクター）、イヤホンマイク端子（平型）、赤外線通信ポート 
内蔵カメラ 有効画素数 約500万画素CMOS（手ブレ補正／オートフォーカス対応） 

日本語入力システム ケータイShoin for WS027SH 
その他 GPS、モーションセンサー 
主な付属品

主なアプリケーション

スタイラス、USBケーブル（パソコン接続用）、ACアダプター、かんたん操作ガイド、取扱説明書、ハンドストラップ、その他 

※1 使用環境、機能の設定状況等により通話時間・待受時間は変動します。なお、この数値はW-SIM「RX430AL」で測定したものです。 　※2 すべての赤外線通信機器とのデータ通信を保証する
ものではありません。また、赤外線通信機器によっては、送受信できないデータがあります。

約400時間（W-CDMA OFF時）、約200時間（W-CDMA ON時） 

※掲載の内容は2009年12月現在のものです。 




