
※1USBストレージ方式の対応OS：Windows®XPHomeEdition/Professional日本語版、Windows®Me日本語版、Windows®2000 
Professional日本語版 ※2 書籍は含みません。※3 ユーザーエリアは辞書データなどの削除可能なプリインストールデータを削除
した場合の値です。※4 3.3V対応のカードのみ ※5 Windows®95/98/98 Second Editionからのアップグレード環境および自作
パソコンやご自分でUSBポートを追加したパソコンでの動作は保証しません。また、推奨環境全てのパソコンでの動作を保証する
ものではありません。Windows®XP Professional x64 Editionでは動作しません。※6 Windows®XPの場合は128MB以上
（192ＭＢ以上推奨）

本　　社　〒５４５-８５２２ 大阪市阿倍野区長池町２２番２２号�

■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

■  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。
■「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。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の
事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。

●リース・クレジットのご用命は
　シャープファイナンスへ。

このカタログの内容は、2006年6月現在のものです。

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。

SL0606P情（PT）-008 G.200

■著作権等に関するお願い●インターネットホームページ上の画像や音楽、音楽用CD等各種CD、TV映像等著作権
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、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重にお控えください。
■ご使用にあたって●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。SL-C3200／C3100は米国とカナダでも使用できます。これ以外の国で
は、各々の国の規制に対応していないため、お使いになれません。なお、通信カードなど周辺機器を接続してご使用になる
場合は、現地の法令・規制の対象となる場合がありますので、お客様の責任において、現地の環境をお確かめの上、ご使
用をお願いいたします。海外での本製品に対する問い合わせ及び修理対応は行っておりません。もし使用中に故障など
が起こった場合は、日本国内にお持ち帰りいただき、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。●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｡●航空機の中など､飛行の障害の原因となるため､使用が制限ま
たは禁止されている場所では､使用できない場合があります｡●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､パソコンや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（SL-C3200／C3100はハードディスク）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。●当社は、
ザウルスの補修用性能部品は、製造打切後7年保有しています。
■取り扱いのご注意●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）、
ハードディスクなどの破損の原因となります。ハンドストラップなどをご利用になって落下しないようご注意ください。また、
飲料物などをこぼされると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
■液晶パネルについて●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。
■カタログについて●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。●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｡●掲載された製品の中で､品切れになる場合もありますので､販売店にお確かめのうえ､お選びください｡
●取扱説明書の一部がPDFファイルとして同梱のCD-ROMに収録されています。●ディスク容量の表記は、1GB=10
億バイトを使用しています。

■MIシリーズザウルス、コミュニケーションパルをお使いのお客様へ 赤外線通信を使ってSLシリーズザウルスに
アドレス帳、スケジュール、アクションリスト、フォトメモリー、メモ帳のデータを移して使うことができます。〈●MOREソフト
はSLシリーズザウルスに移して使うことはできません。●PIシリーズザウルスは最寄のシャープサービス会社にお持ち
いただくと、お預かりの上データ移行サービスをさせていただきます（有料）。〉

さまざまな情報を案内するザウルスポータルサイト http: //ezaurus.com/

Q＆Aや動作確認済みカードなどサポート情報は http: //support.ezaurus.com/

法人向けの活用提案／導入事例／開発環境の情報は、 http://ezaurus.com/bzsolution/

●Microsoft®、Windows®、Outlook®、PowerPoint®、Windows MediaTMは、米国及びその他における米国マイクロソ
フト社の登録商標または商標です。●SLシリーズのインターネットブラウザ機能は株式会社ACCESSのNetFrontを搭
載しています。Copyright　1996-2006 ACCESS CO.LTD.NetFrontは株式会社ACCESSの日本国における登
録商標です。●Pentium®は米国インテル社の登録商標です。●Linuxは、Linus Torvalds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。●Lineo Solutions inc.はリネオソリューションズ株式会社の商標です。
●Trolltech, Qt, Qtopia及びTrolltechロゴは、ノルウェーTrolltech社の登録商標です。●HancomMobileWord、
HancomMobileSheetは、HancomLinux,Inc.の登録商標です。●ザウルスショットで、印刷ドキュメントをJPEG画
像に出力する機能は、グレープシティ株式会社が販売する「LEADTOOLS ePrint 」の技術を利用して実現されてい
ます。製品の詳細はhttp://www.grapecity.com/japan/LEADTOOLS/eprint/をご覧下さい。Copyright ©2006 LEAD 
Technologies, Inc. & GrapeCity inc.LEADTOOLSは米国LEAD Technologies, Inc.の登録商標です。●Nuance and the 
Nuance logo are trademarks or registered trademarks of Nuance Communications, Inc. or 
its affiliates in the United States and/or other countries. All other trademarks are the 
property of their respective owners.●ASFについて、Portions utilize Microsoft® Windows® 
Media Technologies,Copyright ©1999-2000 Microsoft® Corporation,All Rights Reserved.●Intellisync,and the Intellisync 
logo are trademarks of Intellisync Corporation that may be registered in certain jurisdictions.●This product includes 
software developed by the University of California,Berkeley and its contributors.●　　　SDロゴは商標です。●
CompactFlashTMはSanDisk Corporationの商標です。●『広辞苑 第五版 CD-ROM版』©Iwanami Shoten, Publishers, 
1998-2004 『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。●『CD-ROM版 ジーニアス英和〈第３版〉・和英〈第2
版〉辞典』©KONISHI Tomoshichi,MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2005 ●その他の会社名、製品名は、各社の登
録商標または商標です。
■商品ご理解のために　
■インターネットへの接続について●インターネットをご利用される場合は､インターネット接続（ダイヤルアップⅠP接続）サービ
スを行うプロバイダー、携帯電話会社の提供するインターネット接続サービス等への入会手続きが必要です｡入会手続き､アク
セス料金等については､各プロバイダーにお問い合わせください｡AOLなど、プロバイダーによって接続できない場合があります。
■無線LANカードの使用について●LAN環境に接続してもパソコンとザウルスのデータの共有や転送ができるもので
はありません。また、ケーブルや光通信で行う、パソコンや他のザウルスとの通信がLANで行えるものではありません。
●ADSLやケーブルTV、FTTHなどに接続する場合、それぞれの環境に合ったルータ／スプリッタ／モデム等の機器が
必要です。新たにこれらのサービスを導入される場合は、各事業者にお問い合わせください。

Pentium®II 300MHz 相当以上（500MHｚ以上推奨）

OS

64MB以上（128ＭＢ以上推奨）

80MB以上
CD-ROMドライブ、USBポート、マウスまたはポインティングデバイス

CPU

メモリー※6

ハードディスク空き容量

必要な周辺機器

■使用可能なパソコン環境※5 ■オプション

Windows®XP Home Edition/Professional 日本語版、
Windows®Me 日本語版、Windows®2000 Professional 日本語版

ブラウザ

音声録音

電子辞書辞書

ボーナスソフトウェア 麻雀～蒼天牌～【体験版】（C3100/C1000のみ）、上海【体験版】、
QPdf【PDF Viewer for Zaurus】、FreeNoteQTなど

自動巡回機能
メールソフト
マルチアカウント分類
ネットワーク設定（接続設定アシスト）
スマート接続機能
ザウルスショット
ザウルスドライブ
USBストレージ方式※1
Outlook®とのシンクロナイズ

ワープロ
表計算
テンプレート
データベース
プレゼンテーション

画像ソフト

スライドショー機能

フォトストレージ
写真ビューア

テキストエディター/メモ帳

TextToSpeech

Movie Player（MPEG-1、MPEG-4）
Music Player Ver2.0（MP3、WMA）

世界時計
電卓
7桁郵便番号辞書
ブンコビューア
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■付属ソフトウェア 機種別一覧

■SL-C3200収録コンテンツ
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HancomMobileWord

NetFront v3.1

イメージノート

ボイスレコーダー（市販のマイクが必要）

HancomMobileSheet
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マルチメディア辞書
（広辞苑、ジーニアス英和・和英辞典）
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アドレス帳

ToDo
カレンダー

乗換案内
モバイルマップ Navi

メモリー Flash128MB/SDRAM64MB（ワークエリア）

幅 約124.0×奥行 約87.0×高さ 約25.0（本体閉時、突起部除く）

連続表示 約7時間（最低輝度） 連続表示 約8時間（最低輝度）

USBポート、赤外線通信端子（IrDA方式：115Kbps）、ステレオヘッドホン端子（φ3.5mm）
リチウムイオン充電池（EA-BL11）、ACアダプター

SDカードスロット×1、コンパクトフラッシュTMカード※4スロット（Type Ⅱ ）×1

Linux®（Lineo uLinux）
Intel®XScaleTM（PXA270  416MHz）

ー

SL-C3200

640×480ドット、3.7型65,536色透過型システム液晶（バックライト付）

ユーザーエリア※3約5.9GB、
出荷時の空き容量 約4.5GB

約6GB

SL-C3100 SL-C1000

（　　　 　　）
約4GB

ステレオヘッドホン（C1000除く）、USBケーブル、CD-ROM、ACアダプター、取扱説明書、その他

約298g 約278g

（　　　 　　） ユーザーエリア※3約3.9GB、
出荷時の空き容量 約2.4GB

（　　　　　　 ）

OS

接続端子
カードスロット

使用温度25℃、カレンダーを
連続的に表示させた場合

表示

ハードディスク

使用時間
 （目安）

CPU

電源

質量（タッチペン、充電池、保護カード含む）
主な付属品

外形寸法（mm）

■基本仕様

※ 連続粒界結晶シリコン:株式会社半導体エネルギー研究所(所在地:神奈川県厚木市、代表取締役:山崎舜平)と共同開発した次世代技術。

システム液晶について
システム液晶は、単結晶シリコンに近い特性を有する連続粒界結晶シリコン（CGシリコン）
※を中核技術としたもので、一般的なアモルファスシリコンの約600倍、低温ポリシリコン

の約3倍という高い電子移動度特性により、液晶ドライバICをはじめ、液晶制御回路や電源回路、入出力インタフェース回路、信号処理
回路などを同一のガラス基板上に形成できることから、実装面積や外付け部品を大幅に削減でき、セット商品の小型/軽量化に加えて
信頼性の向上にも寄与します。また、超高精細表示が可能で、モバイル商品に大きな変革をもたらす、画期的な液晶ディスプレイです。

△：シャープスペースタウンより有償でダウンロードができます。

《受付時間》
 ○月曜日～金曜日 午前9時～午後9時
 ○土・日／祝日 午前10時～午後5時
（年末年始を除く）

●お客様相談センター
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

TOEIC®TEST奪取470・650・730、ジーニアス14日集中コース TOEIC®TEST 470点・600点・
730点、NOVA CITY中級編（動画・テキストBOOK・MP3音声）、ＴＯＥＩＣ®テスト 英単語・熟語マ
スタリー2000、リスニング英聞法

■SL-C3100収録コンテンツ

記憶道場、TOEIC®TEST 奪取470、weekly TOEIC®テストmini-training 25週分、TOEIC®テスト
英単語・熟語マスタリー2000、基礎から学ぶ英語ビジネス・ライティング、言えそうで言えない英語表現、
井上一馬の音読王1，2，3、英語仕事術 電話編Part　，　、メタルカラーの時代1、ビジネス文書の基本、
NHK出版 DVD+BOOK 江連 忠の“オンプレーンスイング”ドリル45※2、NHK出版 DVD+BOOK 
江連 忠の実践！ショットメイクドリル24～球筋自由自在～※2、プロジェクトX 挑戦者たち 20話分

翻訳これ一本 for Zaurus（英日・日英翻訳）、

●リモコン付ステレオヘッドホン　CE-RH2 
　希望小売価格7,000円（税抜価格6,667円）

●リチウムイオン充電池　EA-BL11 
　希望小売価格10,500円（税抜価格10,000円）

●バッテリー充電器　CE-BC22 
　希望小売価格5,775円（税抜価格5,500円）

スペースタウンブックス�
「シャープスペースタウンブックス」では、約13,000タイトル※の
電子書籍（有償）をダウンロードできます。※ 2006年5月末現在

欲しい電子書籍を自在にダウンロード

詳しくは http://books.spacetown.ne.jp/

ザウルスに�
関する最新情報は�

歴史・戦記・時代小説文　芸 教育・教養 コミックノンフィクション

TM●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・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。

パーソナルモバイルツール
総合カタログ�2006-6
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●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。●写真の商品はSL-C3200です。
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パ ソ コン な み の 仕 事 力 を 、� パ ソ コン に は な い 機 動 力 で 。�

（ 使 え る モ バ イル っ て 、こう い うこと 。）�

表計算ソフト�

ワープロソフト�

電源オンで�
すぐ起動！�

124mm

87mm

QWERTYキー配列のキーボード 選べる、2WAYスタイル 使いたい時、すぐ使えるパソコンのデータを表示・編集 携帯しやすい、小型ボディパソコンのような画面表示

ビュースタイル� インプットスタイル�

●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。

メール、インターネット、書類作成が、パソコンのような快適さでできる。� 手軽に持ち歩いて、使いたい時すぐ起動。パソコンじゃ、こうはいかない。�

Yahoo!JAPAN www.yahoo.co.jp

※メールやインターネットを行うには、別途通信カードが必要です。使用できる通信カードはhttp://support.ezaurus.com/をご確認下さい。



表計算 ワープロ

スケジュール（月表示）

手書きメモ

データ

スケジュール（日表示）

パソコンと同じように表示・通信できるから・・・ TOEIC®  TEST 奪取 470・650・730

ジーニアス14日集中コースTOEIC®  TEST  470点・600点・730点

発音聞き分け問題 長文穴埋め問題 写真描写問題

※1 出荷時の空き容量は、SL-C3200が約4.5GB。SL-C3100が約2.4GBです。※2  サポートされていない情報（フォント種類、図形、グラフの閲覧など）は表示・処理できません。※3シャープのオフィシャルショッピングサイトSharp Life      Plaza http://www.kutikomi.ne.jpにて発売の「『Picsel BrowserTM for  Zaurus』SDカード」を使用。※4 使用できる通信カードはhttp://support.ezaurus.com/をご覧ください。※5 一部の表示が見えなかったり、表示が乱れたりす
ることがあります。※6 添付ファイルの容量の上限は約2MBです。扱えるファイル形式に関してはhttp://support.ezaurus.com/のQ&Aをご確認ください。※7 TextToSpeechは英単語や例文を合成音声で読み上げる機能です。単語/　　 例文によっては正しく発音しない場合があります。※8 ザウルスのマルチメディア辞書では、パソコン用のビューアソフトの検索結果と同一ではない場合があります。

株サイトが見やすい。 いつでも手軽にブログの更新。 地図サイトを見やすく表示。

パソコン内の情報をたっぷり持ち歩いて、外出 先で活用。�

ザウルスさえあれば、そこがオフィスになる。�

●大切な情報を守る、シークレット設定　　　　・・・最大で8桁英数の暗証番号を

設定し、所有者本人以外は使えないようにできます。

付属のケーブル1本でザウルスがパソコ

ンの外付けハードディスクに。専用ソフ

トやドライバをインストールしなくても、ド

ラッグ＆ドロップでデータ保存ができます。

WordやExcelの書類も、ザウルスで表示・編集※2が可能。別売のソフト※3を使

えば、PowerPoint®や

PDF、Excelのグラフまで

ザウルスで確認できます。

必要な情報がすぐ呼び出せて、入力も簡単なPIM機能を搭載。スケジュールは

月、１日、１件単位で表示できる他、その日に関係するメモやデータもタッチする

だけで呼び出せ、情報が簡単に取り出せます。

AC100V-240Vの電源電圧に対応したACアダプターを付属。アメリカとカ

ナダでもザウルスを活用することができます。※

ドラッグ＆ドロップで
ザウルスへ。

※ これ以外の国では使用できません。詳しくは裏表紙の“ご使用にあたって”をご参照下さい。

T O E I C ®テストの学習ソフトが充実。�

すきま時間を利用して、どこでも英会話のレッスンができる。�

団体受験用、個人受験用（新形式）と、内容がより充実したTOEIC®テスト

学習ソフトを収録。各ソフトは音声付きなので発音を耳で聴きながら、より実

践的に英語が学べます。　　 ※SL-C3100には「TOEIC®TEST奪取470」のみ収録

リスニング・リーディング・ボキャブラリーがバランスよく学習できます。目標スコア奪取の

ための、速聴・速読・文法・語彙特訓プログラムを収録。

TOEIC®テストの新しい出題形式にいち早く対応。アメリカのほか、イギリス、カナダ、オー

ストラリア（ニュージーランド英語含む）のアクセントが使われたリスニング問題や、ビジネス

英語に精通した大学教授陣が制作に参加した長文穴埋め問題などを収録しています。

ザウルスで仕事

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service（ETS）.
This（publication/product/website）is not endorsed or approved by ETS.

和田秀樹先生ご推薦！

ザウルスで和田式勉強法！
入力→貯蔵→出力の
黄金サイクルをサポート。

英文へ
手軽に翻訳

ペンでなぞった部分の、
英語の発音も聴ける

「翻訳これ一本 for Zaurus」

© 2005 NOVA

ザウルスで英語

USBケーブル

ワープロ

表計算

画 像

別売の通信カードを装着※4すれば、外出先でもインターネットやメールが楽しめ

ます。パソコンで見ているホームページが楽しめる※5他、メールは添付ファイル※6

にも対応し、急ぎの用件にもすばやく対応できます。

レベル
アップに
対応。

©株式会社アスク

©山田正義他 2006/大修館書店

NOVAの英会話コンテンツのデジタル版「NOVA 

CITY」を収録。動画、音声、テキストの3つの方法

でリスニングやフレーズの確認ができます。

翻訳ソフトを収録し、日本文も

英文も手軽に翻訳OK。その上、

「TextToSpeech（英文読み

上げ機能）〈C3200のみ〉」で

ネイティブに近い抑揚ある発

音を聴くことができます。※7

広辞苑、ジーニアス英和・和英辞典でわからない言葉を

手軽に調べられる他、欲しい専門辞書（EPWING形式）

を購入し追加できます。

新機能�C3200（6GB）C3100（4GB） C3200 C3200

C3100C3200

C3100C3200

C3100

C3200 C3100

全機種

全機種

全機種

全機種 新機能�

通勤時間に英語の勉強。�
スキルアップに役立てる。�

出先での打ち合わせ中、�
関係資料を取り出してその場で確認。�

●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。

※8

●EPWING形式の辞書データは各出版社のオンラインショップ、

書店等にて販売しております。詳しくはhttp://support.ezaurus.com/

sl-c3200/peripheral/dic/でご確認下さい。 　Iwanami Shoten,Publishers,1998-2004C
「広辞苑 第五版」

※1 ※



デジタルカメラ/
カメラ付携帯電話

メモリー
カード

メモリー
カード

●Windows MediaTM Player 10と同期

Copyright © Canopus Co.,Ltd.

インターネットAQUOS

スライドショーで順番に表示 サムネイル表示

ジョルダン（株） 　昭文社C

「乗換案内 時刻表対応版」※ 「モバイルマップ Navi」

「ブンコビューア」

撮りだめした番組も、こうやって�
持ち歩けば、いつでも見られる。�

※1 ダウンロード販売専用商品です。「かんたん換太郎 for ZAURUS」の詳細説明とご購入はhttp://www.canopus.co.jp/catalog/kantaro/kantaro_zaurus_index.htmをご覧ください。※2 ストリーミングやDRM（デジタル著作権管理）
には対応しておりません。※3 出荷時空き容量で音楽は128kbpsのMP3で、写真は1枚あたり1.2MBで試算。※4 ザウルスに装着できるメモリーカードのみ。使用できるメモリーカードは、http://support.ezaurus.com/をご覧ください。 

※ SL-C3200のみ。
　 2006年2月版を搭載。

ソフトについて詳しくは裏表紙の「付属ソフトウェア機種別一覧」をご覧ください。

詳しくはTOEIC®テスト学習のコンテンツなども充実した、
SpaceTownブックス（http://books.spacetown.ne.jp/）へ

パソコンに保存してある音楽（MP3、WMA※2）

がザウルスに保存でき、外出先で楽しめます。

ページ送りや文字サイズの切り替えもカンタン
で新しい読書スタイルを提案します。

フォトストレージ機能を搭載し、旅先

などで撮った写真をザウルスにバッ

クアップすれば、メモリーカード1枚で

撮影が続けられます。※4

「インターネットAQUOS」で録

画したTV番組を持ち歩いて、

外出先で楽しめます。

ザウルス用動画変換ソフト「かんたん換太郎 for ZAURUS」※1（別売）を

使えば、パソコンで録画したTV番組がドラッグ＆ドロップするだけでザウル

スに取り込め、手軽に持ち出せます。 ■変換対応動画ファイル ： MPEG1、MPEG2、

MPEG4（mp4）、Windows Media®Video、DivX®Video、DV（AVI）

ビデオや音楽、写真も楽しめる。�

楽しみが手の中からどんどん広がる。�

ザウルスで動画・音楽

全機種全機種

C3200

SL-C3200
SL-C3100
SL-C1000

約940曲（約78時間分）
約500曲（約41時間分）
メモリーカード推奨

〈保存曲数〉※3

〈写真の保存枚数〉※3

C3100

「Music Player」

SL-C3200
SL-C3100

約3600枚
約1900枚

白石昌則/東京農工大学の学生の皆さん 「生協の白石さん」
©Masanori Shiraishi, Tokyonoukoudaigaku no gakusei no
　minasan 2005

■OS ： Linux®（Lineo uLinux）　
■CPU ： Intel®XScaleTM（PXA270 416MHz）
■表示 ： 640×480ドット
■ハードディスク： 約6GB
　（ユーザーエリア 約5.9GB・出荷時空き容量約4.5GB）

■メモリー ： Flash 128MB/SDRAM 64MB（ワークエリア）
■バッテリー ： 連続表示約7時間※■質量 ： 約298g

SL-C3200 オープン価格

★SL-C3100 オープン価格パソコン書類を

フォルダごと持ち出せる、

4GBハードディスク搭載

ザウルス。

■OS ： Linux®（Lineo uLinux）　
■CPU ： Intel®XScaleTM（PXA270 416MHz）
■表示 ： 640×480ドット
■メモリー ： Flash 128MB（ユーザーエリア 約63MB・出荷時　 
空き容量約52MB）/SDRAM 64MB（ワークエリア）
■バッテリー ： 連続表示約8時間※

■質量 ： 約278g

SL-C1000 オープン価格

充実の英語学習コンテンツを収録。6GBハードディスク搭載ザウルス。

テンプレートやビジネスアプリを搭載。仕事を助ける、即戦力ザウルス。

◎パソコンの書類がたっぷり持ち出せる、
　6GBハードディスク搭載
◎スキルアップに役立つ、
　英語学習コンテンツを収録

◎外出先でも快適ネットワーク、
　メール＆インターネット

◎ビジネス書類を即作成できる、
　テンプレート収録
◎乗換案内やデータベースなど、
　ビジネスアプリ搭載

◎外出先でも快適ネットワーク、
　メール＆インターネット

※ 最低輝度でカレンダー画面を連続的に表示させた場合。
★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

■OS：Linux®（Lineo uLinux）
■CPU：Intel®XScaleTM（PXA270 416MHz）
■表示 ： 640×480ドット
■ハードディスク： 約4GB（ユーザーエリア
　 約3.9GB・出荷時空き容量約2.4GB）

■メモリー：Flash 128MB/
    SDRAM 64MB（ワークエリア）
■バッテリー ： 連続表示約7時間※

■質量：約298g

動画
ファイル

自動転送
（USB接続）

ドラッグ＆
ドロップで変換。

PC

「かんたん換太郎 for ZAURUS」※2

●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。


