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マウスコンピューター、CPU、メモリ容量をリニューアルした
8インチ タブレット型パソコンを販売開始！

2014.12.24

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、CPU、メモリ容量をリニ…
Like 0 ツイート 1

「WN801V2-BK」

※ 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、8型液晶を搭載し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の販売開始を12月24日10時より2万3,800円(税別/送料別)にて販売開始します。

今回発表する新製品は直販専用モデルとなり、2014年12月24日 （水） 10時より、マウスコンピューター Webサイト(楽天市場店)、電話通販窓口、
同日11時より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
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V4.0

2万3,800
円 

(送料別)

 

WN801V2-BK 製品ページ

新製品の特長

Windows 8.1 with Bing 搭載、購入しやすい2万円台から

Windows 8.1 の機能はそのままに、よりリーズナブルな価格で提供することが可能になったMicrosoftの新しいOS「Windows 8.1 with Bing」を搭
載。通常の「Windows 8.1」と機能は変わらず、より身近になった「Windows 8.1 with Bing」が日常を彩ります。

＜Windows 8.1 with Bing＞http://www.mouse-jp.co.jp/bto_customize/windows8_1_withbing.html

Office Home and Business 2013 搭載、仕事やエンターテインメントにも最適

文章作成、編集、共有に必要なアプリケーションが揃ったOfficeソフトウェア「Office Home and Business 2013」を搭載、ご家庭での基本的な作業
に加え、プレゼンテーションなど仕事でも使用する方に最適です。

インテル® Atom™ プロセッサー Z3735Fと2GBメモリを搭載

WN801V2-BKは開発コード名BayTrail-T(ベイトレイル)で知られる省電力SoC インテル® Atom™ プロセッサー Z3735Fを搭載、 同プロセッサーは4コ
ア/4スレッド駆動するモバイル向けの低消費電力CPUとなり通常時1.33GHz、インテル® バースト テクノロジー 2.0 有効時 最大1.83GHz駆動するプ
ロセッサーとなります。
先代モデル(WN801-BK) と比較して2倍のメモリ容量、メモリ帯域幅になる事で、更に快適なWindowsライフを実現します。

32GB 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eMMC 32GBを搭載。その他ストレージとしてMicro SDカード対応スロットを搭載し、micro SD

カードを通じてスマートフォンやデジカメなど あらゆるデバイスとのデータのインプット/アウトプットにも適しています。

8型グレア液晶 マルチタッチ対応パネルを採用

外出の際に手軽に持ち運びやすい8型となり、WXGA(1,280x800)解像度にてマルチタッチ対応グレアパネルを採用しました、重量は約370gと軽量に
仕上がり、Webコンテンツや動画コンテンツも長時間お楽しみ頂けます。

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。

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 WN801V2-BK

OS Windows 8.1 with Bing 32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® Atom™ プロセッサー Z3735F  

(4コア/1.33GHz/IBT時1.83GHz/2MBキャッシュ)

メインメモリ 2GB DDR3L (オンボード/最大2GB)

SSD 32GB 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：192万画素 背面：192万画素

無線LAN IEEE802.11 b/g/n 対応

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

サウンド ハイ・ディフィニション・オーディオ

スピーカー ステレオ スピーカー(内蔵)

マイク モノラル マイク(内蔵)

センサー 加速度センサー

その他
microUSB-USB変換ケーブル、専用液晶保護フィルム (貼り付け済み)

10W (5V/2A) AC100V (50Hz/60Hz)

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 2A 10W）

バッテリー駆動時間 約 5.8時間

サイズ 207(幅) x 126.7(奥行き) x 10.1(高さ) mm

本体重量 約 370g

保証 1年間無償保証

価格(税別) 2万3,800円 (送料別)

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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