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マウスコンピューター、10.1型WXGA液晶を搭載し10点マルチタッチに対応した 
Windows 8.1搭載タブレット型パソコンを販売開始！

～ デュアルグラフィックスにも対応するコストパフォーマンスに優れたデスクトップパソコン ～

2014.08.27

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、10.1型WXGA液晶を搭載…
Like 0 ツイート 0

m-Tab iCE1000WN シリーズ

株式会社マウスコンピューター (代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、10.1型液晶を搭載し10点マルチタッチ
に対応したWindows 8.1搭載タブレット型パソコンを販売開始を8月27日15時より販売開始します。

今回発表する新製品は2014年8月27日 （水）15時より、マウスコンピューターWebサイト、電話通販窓口、マウスコンピューター各ダイレクトショ
ップにて、受注を開始します。

マウスコンピューターは、今後も最新のテクノロジーと幅広いラインアップでお客様の多様なニーズにお応えします。

新製品の簡易スペック
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Bluetooth®キーボード キーボードスイッチ

Bluetooth®キーボード接続イメージ Bluetooth®キーボード

新製品の主な特長

10点マルチタッチ対応 10.1型グレア液晶 10点マルチタッチ対応パネルを採用

持ち運びやすい10.1型を採用、10点マルチタッチに対応しWXGA(1280x800)解像度となり、Web閲覧や動画コンテンツなどもお楽しみ頂けます。

インテル® Celeron® プロセッサー N2807を搭載

インテル® HDグラフィックスによる高い描画性能を備えたインテル® Celeron® プロセッサー N2807を採用。1.58GHz駆動のデュアルコアプロセッ
サーにより、音楽やイラストの創作、創作物の閲覧に至るまで、クリエイターを目指す方々が携帯しやすく、かつ作業もできる快適な環境を提供しま
す。

64GB SSD (eMMC) 標準搭載

データの読み込み、書き込みに優れた高速ストレージSSD (eMMC) (64GB)を搭載。Windowsの豊富なアプリケーションや、資料や書類、写真やムー
ビーもたっぷり保存できます。

Bluetooth®キーボードが付属

タブレットを立てかけて使用可能なBluetooth®キーボードが標準で付属します。これにより、タブレットスタイルは勿論のこと、ノートパソコンのよ
うなスタイルでも使用可能です。

※キーボードスイッチ横のmicroUSB端子はキーボード充電用となります。

Bluetooth®キーボード使用イメージ

最新のワイヤレス接続

無線LANには普及しているIEEE 802.11 b/g/nに対応、マウス、キーボード、その他デバイスの接続も対応可能な利便性の高いBluetooth® V4.0も利用
できます。

新製品の詳細スペック

製品型番 m-Tab iCE1000WN-BG

OS Windows 8.1 with Bing 64ビット

ソフトウェア Microsoft® Office Home and Business 2013

プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー N2807 (2コア/1.58GHz/1MBキャッシュ)

メインメモリ 2GB DDR3L (オンボード/最大2GB)

SSD 64GB SSD (eMMC)

グラフィックス インテル® HD グラフィックス

カードリーダー micro SD (SDHC/SDXC対応)

WEBカメラ 前面：100万画素 背面：500万画素

無線LAN IEEE802.11 b/g/n 対応

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 + LE 準拠モジュール

ディスプレイ 10.1型 WXGA グレア液晶（10点マルチタッチ対応/ 1280ｘ800）

サウンド ハイ・ディフィニション オーディオ

センサー 環境光センサー、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロスコープ

その他
Bluetooth®キーボード、充電用USBケーブル、専用液晶保護フィルム 

microUSB 2.0 (左側面×1/充電ポート兼用)、ヘッドフォンマイク端子 (左側面×1)、Micro HDMI (左側面×1)

電源
内蔵リチウムポリマーバッテリーまたはAC100V 

（ACアダプタ経由 入力100V AC 50/60Hz、出力5V DC10W）

バッテリー駆動時間 約 4.5時間

サイズ 258(幅) x 172.6(奥行き) x 10.9(高さ) mm

重量 約 0.69kg

保証期間 1年間無償保証

販売価格(税別) 5万9,800円

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation 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。※
AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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