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マウスコンピューター、11.6型広視野角フルHD液晶を採用した 
Windows 8.1搭載 タブレットパソコンを販売開始！

2014.11.27

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、11.6型広視野角フルHD液…
Like 0 ツイート 0

m-Tabシリーズ 「MT-iPE1100WN」

※ 画像はイメージです。

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、11.6型広視野角液晶を採用し10点マル
チタッチに対応したWindows 8.1搭載タブレットパソコンを11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11月27日 （木） 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。

新製品の主なスペック

製品名 OS プロセッサー メモリ グラフィックス ストレージ 液晶パネル 無線通信
価格(税
別)

MT-
iPE1100WN-

64G Windows 
8.1 

Update

インテル®
Pentium® 
プロセッサー

3561Y

4GB DDR3L
1600

インテル® 
HD グラフィッ

クス 

64GB SSD 
(M.2/SATAⅡ
接続) 11.6型 液晶 （10点マルチタッチ対応パネル/

1920x1080)

IEEE802.11
b/g/n 

Bluetooth®
V4.0

6万4,800
円

MT-
iPE1100WN-

128G

128GB SSD 
(M.2/SATAⅢ
接続)

6万9,800
円

m-Tab 製品ページ

データの読み込み、書き込みに優れたM.2規格の高速ストレージSSD(SATA

接続)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。

CrystalMark Read Write

128GB(M.2) 472MB/s 147MB/s

64GB(M.2) 204MB/s 90MB/s

64GB(eMMC) 151MB/s 48MB/s

「iPE1100WN専用キーボード」 「iPE1100WN専用キーボード」

新製品の特長

10点マルチタッチ対応 11.6型広視野角フルHD液晶を採用

表示解像度を向上し、他方向からも見やすさを向上させた11.6型広視野角フルHD液晶パネルを採用しました。 

10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度となり、Web閲覧や動画コンテンツなども高画質にてお楽しみ頂けます。

インテル® Pentium® プロセッサー 3561Yを搭載

1.20GHz駆動のデュアルコア、インテル® Pentium® プロセッサー 3561Yを採用。 

高い描画性能を備えた インテル® HDグラフィックスによりタブレット本体の液晶表示は勿論のこと、micro HDMIコネクタを用いて、外部機器への映
像出力にも対応致します。

M.2規格に対応した高速ストレージ(SSD)を搭載

マグネット着脱式専用キーボードが付属

筐体下部にマグネットで固定するUSB接続型キーボードが付属します。キーストロークは1.5mmを確保、タッチパッドと物理ボタンを個別に分けたレ
イアウトを採用。筐体背面にはスタンドを設ける事で、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。

※※ 有線接続方式の為、ご利用時はタブレットとキーボードを必ず接続ください。

「iPE1100WN 筐体背面」

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もご利
用頂けます。

24時間365日無償電話サポート対応

標準で365日24時間の無償電話サポート、1年間無償保証が付き、ご購入後も安心してご利用頂けます。（年末年始、および弊社の定めるメンテナン
ス日を除く。）

新製品の詳細スペック

製品型番 MT-iPE1100WN-64G MT-iPE1100WN-128G

OS Windows 8.1 Update 64ビット

プロセッサー インテル® Pentium® プロセッサー 3561Y (2コア/1.20GHz/2MBキャッシュ)

メインメモリ 4GB DDR3L (オンボード/最大4GB)

SSD 64GB SSD (M.2/SATA2) 128GB SSD (M.2/SATA3)

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：100万画素

無線LAN IEEE802.11 b/g/n 対応

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

液晶パネル 11.6型 広視野角フルHD液晶（LEDバックライト） 静電容量式10点タッチパネル / 1920ｘ1080）

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

センサー 電子コンパス、加速度センサー、ライトセンサー

その他 マグネット着脱式キーボード、タッチパッド (スクロール機能無し)

インターフェース USB 3.0 (上面×1)、ヘッドフォン出力-マイク入力コンボ(CTIA)(ミニジャック メス/上側面x1)

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12V DC36W）

バッテリー  
駆動時間

約 8.1時間

サイズ
本体 + キーボード：297(幅) x 199(奥行き) x 19.5(高さ) mm 
本体のみ：296.3(幅) x 189.8(奥行き) x 11.4(高さ) mm

重量
本体 + キーボード：約1.09kg 

個別：約 810g (本体) / 約285g (キーボード)

保証 1年間無償保証

販売価格(税別) 6万4,800円 6万9,800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。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation 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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