工人舎がおすすめする Windows Vista® Business

KOHJINSHA SH SERIES

SH シリーズに、待望の Windows Vista ® Business モデル。
使い慣れたインターフェースと軽 快な動 作 。
ユーザーの声にお応えして登 場です。
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KOHJINSHA SHシリーズ Windows Vista® Businessモデル
SH6KZ12AD（ブラック）

Microsoft® Windows Vista® Business

HDD：120GB メモリ：1GB

ワンセグTVチューナ内蔵

CFカード／3in1メディアスロット

130万画素Webカメラ

Bluetooth® 2.0+EDR／無線LAN b/g

約3.3時間駆動

軽量約993g

7型ワイド
（1,024 600ドット）
タッチスクリーン液晶

Windows® XP Professional SP2
ダウングレード用メディア付きなので
使い慣れたX P P r o f e s s i o n a l 環 境でも
お使いできます。
ワンセグT Vチューナも付いた

SERIES

「 使える」モバイルP Cです。

プレミアム
ブラック

工人舎がおすすめする Windows Vista® Business
SHシリーズ
●主な特徴：極小（A5サイズ）
、軽量（バッテリ装着時 約 993g）、薄型（最薄部 約 25.4mm）
、
ワンセグ TVチューナ搭載、
100キロ耐荷重＊1、静音・サイレントモード搭載、
7 型ワイド
（1,024 600ドット）、
タッチスクリーン付 回転液晶画面、
長寿命 LED バック
ライト採用、多彩なメディアスロットと無線機能、
内蔵ハードディスクの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ＊2
Microsoft® Windows Vista® Business with ServicePack1 正規版
（Microsoft® Windows® XP Professional SP2 ダウングレード用メディア付）
Intel® processor A100
（600MHz）
Intel® 945GU＋ICH7U

OS
プロセッサ
チップセット
メインメモリ
メモリスロット
標準
最大
表示機能
内蔵 LCD
外部ディスプレイ
表示色数
ビデオRAM
キーボード
ポインティングデバイス
ハードディスク
LAN
無線機能

外部インターフェース

サウンド機能
TV 機能
スピーカ
カメラ
機能ボタン
正面
右側面

PC2-3200
（DDR2-400 SO-DIMM）
1Slot（標準メモリにて使用済み）
1GB
1GB
®
Intel 945GU チップセット内蔵
＊5
タッチパネル付 7 型ワイドTFTカラー液晶（LED バックライト採用）
解像度（標準表示）1,024 600ドット
＊６
解像度（最大）1,600 1,200ドット
内蔵 LCD 表示時 約 1,619 万色＊6＊7
（標準 1,024 600ドット表示時）
最大 251MB＊8（メインメモリより自動的に割り当て）
84キー日本語キーボード
タッチパッド、
スティックポインタ、
タッチパネル＊9
120GB＊2＊3
100BASE-TX/10BASE-T
無線 LAN IEEE802.11 b/g 準拠＊10
Bluetooth® Ver.2.0＋EDR＊11（フロントスイッチ付）
Realtek® High Deﬁnition Audio
ワンセグ対応 TVチューナ内蔵＊12＊13＊14＊15＊16
内蔵ステレオスピーカ
（0.5W＋0.5W）
130 万画素
方向キー、
ランチャーボタン、
シャッターボタン、画面回転ボタン、
Enter ボタン、輝度調整ボタン、
スクロールボタン、
マウスボタン
マイク入力端子 1、
ヘッドホン端子 1、
音量調整つまみ
（ミュートスイッチ機能付）
3in1メディアカードスロット:

外部インターフェース

製品仕様書 （モデル名：SH6KZ12AD ブラックモデル）

＊17
SDメモリーカード
（SDHC、SDIO 対応）
／
メモリースティック＊18 ／ MMC＊19 カード対応
USB2.0 ポート 1、CFカードスロット（Type-II） 1
LAN ポート 1、USB2.0 ポート 1、
アナログ CRT ポート（アナログ RGBミニD-Sub15ピン） 1、
電源スイッチ
ACアダプタ
（入力100〜240V 10％、50/60Hz）
＊20
リチウムイオンバッテリ
（11.1V、
2600mAh）
約 3.3 時間＊21＊22
約 2.3 時間＊23（約 1.3 時間でバッテリ容量の約 85%まで充電可）
＊20
リチウムイオンバッテリ
（11.1V、
5200mAh）
約 6.6 時間＊21＊22
＊23
約 2.7 時間 （約 1.7 時間でバッテリ容量の約 85%まで充電可）
最大時 60W、通常時 15W/ 省電力時 2W、待機時 2W 未満

右側面

左側面

電源
標準バッテリ
駆動時間
充電時間
ラージバッテリ
（別売オプション）
駆動時間
充電時間
消費電力
エネルギー消費効率＊24
＊25
（省エネルギー基準達成率）
使用環境条件
外形寸法
質量
主な付属品

主なアプリケーション

I 区分 0.0023（A）
周囲温度 5〜35℃/ 周囲湿度 20〜80%
（ただし結露しないこと）
＊26
約 227mm（W） 約 170mm
（D） 約 25.4〜33mm（H）
（突起部含まず）
約 993g
（標準バッテリ装着時）
スタイラスペン、
クッションPCケース、TVアンテナ、
外部 TVアンテナ、
ACアダプタ、ACケーブル、
マニュアル、保証書、
ストラップ、
ダウングレードDVD-ROM 他
標準バッテリ＊20、
IVT BlueSoleil™ for KOHJINSHA
ebi.BookReader Version 3J
Adobe® Reader® 8
マカフィー ® ・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション（90日間限定版）＊27＊28
InterVideo® WinDVD™ for KOHJINSHA＊29
DigiBest TV for KOHJINSHA

＊1 LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、
保証値ではありません。また、
これらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。＊2 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されており、
リカバリデータ領域に約 7GB 使用されてます。＊3 1MBを
1,000,000バイト、
1GBを10 億バイトで計算した場合の数値です。Windowsでは、
1MBを1,048,576バイト、
1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少なく表示されます。 ＊5 液晶ディスプレイは特性上、
画素欠けや異常点灯
（赤・青・緑色）
が存在したり、
明るさにむらが出ることがありますが、
故
障ではありませんのであらかじめご了承ください。＊6 外部ディスプレイ表示時には、
接続機器の仕様によります。＊7 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現してます。＊8 Intel® Dynamic Video Memory Technology
（DVMT）
によりメインメモリの総量、
オペレーティング・システムによって自動的に最適な
容量をメインメモリより割り当てられます。＊9 ①タッチパッド
（本体前面。
縦横スクロール機能付き）
、
②スティックポインタ
（LCD 面にスクロールボタン、
マウスボタンとともに配置）
、
③タッチパネル
（液晶面） ＊10 規格による通信速度は最大 54Mbps
（理論値）
です。接続対象機器、
電波環境、
障害物、
設置環境、
などによっ
て通信速度に影響する場合があります。＊11 規格による通信速度は最大 3Mbps
（理論値）
です。接続対象機器、
電波環境、
障害物、
設置環境、
などによって通信速度に影響する場合があります。＊12 ワンセグ放送専用のTVチューナです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送
推進協会のホームページでご確認ください。
（http://www.dpa.or.jp）＊13 放送エリア内であっても、
周囲環境、
設置場所、
電波の状況などによって受信ができない場合があります。また、
受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。＊14 視聴・録画・再生には、
専用のアプリケーション
「DigiBest TV for
KOHJINSHA」
をご使用ください。＊15 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコンやDVDメディア、
外付けハードディスクなどにバックアップ
（一時的にデータを退避）
することは可能です。なお、
バックアップするためには録画データより大きい空き容量が必要ですのでご注意ください。＊16 ワ
ンセグ放送は規格上、
映像がスムーズに表示されない場合があります
（320 240ドット、
15fps）
。＊17 SDHC、
SDIO 規格に対応しております。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。miniSDカード、
microSDカードをご使用の場合には、
必ず各カードアダプタをご利用ください。＊18 通常のファ
イルデータの読み出し・書き込み専用です。メモリースティックの著作権保護機能には対応しておりません。メモリースティックデュオ、
メモリースティックマイクロをご使用の場合には、
必ずメモリースティックデュオアダプタをご利用ください。＊19 通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マルチメディアカード
の著作権保護機能には対応しておりません。＊20 バッテリパックは消耗品です。＊21 動作時間は使用環境、
使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。＊22 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間です。＊23 本体の電源が OFFの状態での値です。電源が ONの場合にはパソコンの状態により、
充電
時間が長くなります。＊24 エネルギー消費効率とは、
省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。＊25 省エネルギー基準達成率とは、
経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語 A：100% 以上 200% 未満、
AA：200% 以上
500% 未満、
AAA：500% 以上で示したものです。＊26 LCDを閉じた状態における先端最薄部です。＊27 製品購入状態ではマカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションはインストールされておりません。
ご利用になる場合には、
手順に従いインストール作業を行う必要があります。＊28 本ソフ
CPU負荷によりコマ落ちする場合がありますが、
故障ではありませんのであらかじめご了承ください。※ 本
トウェアは期間限定版となりますので、
90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、
無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。＊29 本機からのDVDビデオ再生時、
紙に記載されている会社名、
製品名は、
各社の商標または登録商標です。
※ダウングレードされたWindows® XP Professionalは弊社、
マイクロソフト社ともサポート対象外となります。

Software

Option

InterVideo WinDVD
for KOHJINSHA

ebi.BookReader
Version 3J

外付けドライブを接続すれば快適な
DVD 視聴が可能。

クレードル／スタンド

バッテリ

＊1
CRDLSH42（クレードル）
STNDSA01（スタンド）

C 光プロダクション/ 潮出版社
○

SHシリーズが電子ブックリーダーに。

ラージバッテリ

（NBATZZ04：黒モデル用）

充電しながらのワンセグ視聴にも
最適。

ACアダプタ

（LBATZZ02：黒モデル用）

約 3.3 時間駆動を実現するバッ
テリ。
本体付属品と同じです。

（ACDPZZ03）

最大約 6.6 時間の長時間駆動が
可能になります。

小型 ACアダプタ。
本体付属品と
同じです。

＊1 Windows® Vista 用になります

横 浜 発・工 人 舎 の「 も の づ くり 」

■インターフェース
3in1メディアカードスロット

USB2.0 ポート

USB2.0 ポート

LAN ポート

アナログ CRT ポート

工人舎は、
長年のパーソナルコンピュータ開発の経験を持つメンバーが結集

アンテナ接続部
音量調整つまみ

スタイラスペン

した、
横浜生まれのPCメーカーです。私たちは企画開発の段階から、
お客様
の立場になってPCのあるべき姿を追求します。
お客様に本当に喜んでもら
CFカードスロット

えるPCを創り、
お客様

右側面

に近い企業であり続け
ること、
それが工 人 舎

電源スイッチ

左側面

マイク入力端子
ヘッドフォン出力端子
無線（LAN/Bluetooth）
スイッチ

正面

安 心・快 適をお届けするサービスと、万 全のサポート体 制

の目指す
「ものづくり」
です。

サポート
体制

製品を快適にお使いいただくため
に、
メールとお電話での万全のサ
ポート体制をご用意。
お困りの場
合も安心です。

1年間
無償修理

万一故障した場合にサポート窓口
にお電話を頂ければ、
ご希望の時
間に製品を取りに伺い、修理完了
後お届けします。

ご使用の際は、
商品に添付の
「ユーザーズガイド」
の
「使用上の注意事項」
をよくお読みの上、
正しくお使いください。
水、
湿気、
油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、
故障、
感電などの原因となることがあります。

サポート窓口

お買い求めは当店へ

jp.kohjinsha.com
本 製 品は、JIS C 0950 が規 定す
るJ-MOSSグリーンマーク表示の
基準に適合しています。
弊社製品
のJ-MOSS 適合状況については、
下記 URLをご参照ください。
http://www.kjs-j.com/go/j-moss/

CT0810HX2

省エネ基準達成率

A

目標年度

2007 年

エネルギー消費効率

0.0023

PCリサイクルマークがついた
工人舎製パソコンは排出時に
新たな回収再資源化の負担
なく引き取ります。
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