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タブレットスタイル / ノートスタイル 2つのスタイルで携帯性と機能性を両立
Windows 10 搭載 10.1型タブレットPC 6月26日（月）販売開始
2017.06.26

「 MT-WN1003 」
※画面はイメージです。

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、重量 593g、約 8時間のバッテリー動
作による携帯性に優れたタブレットスタイルと、着脱式キーボードによる機能性を高めたノートスタイルの 2つのスタイルで使用可能な Windows 10
搭載 10.1型タブレットPC を 2017年 6月 26日（月）より販売開始します。
本製品は、従来の製品と比べてグラフィックスの処理性能が向上した CPU「 インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー 」を搭載することで、動画視
聴や、WEB ブラウザ上で動作するゲームを快適にプレイすることができます。また、搭載する無線LANに「 インテル® Dual Band Wireless-AC 3165
」を採用し、家電などから発生する電波の干渉を受けにくい「 5GHz 帯 」の周波数での通信を行い、接続中に途切れにくく、快適なインターネット
の利用をすることができます。
さらに、標準で「 Microsoft Office Mobile 」と「 1年間の Office 365 サービス 」が付属し、最新の Word、Excel、PowerPoint の利用や、1TB のク
ラウドデータストレージの利用が可能です。
製品価格は 39,800円（税別・送料込）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
受注及び販売を開始いたします。

製品ページ

製品特徴

2つのスタイルで携帯性と機能性を両立
本製品はキーボードの脱着により、タブレットスタイルでの携帯性と、ノートスタイルでの機能性を両立することが可能なタブレット PC です。
タブレットスタイルでは、重量 593g の軽量さと、約 8 時間のバッテリー動作を実現しているため、携帯性に優れています。
ノートスタイルでは、標準で付属する本体カバーを兼ねるマグネット着脱式のキーボードを使用します。キーボードにはしっかりとした打鍵感を得ら
れるアイソレーション型を採用しており、大きな「 Enterキー 」と、左右独立型の「 クリックボタン 」により、ノートパソコンと同じような機能性
を実現します。
また、キーボードはUSB接続仕様となっており、ペアリングや充電の必要がなく、安定したタイピング、カーソル操作が可能です。

グラフィックス性能が向上し、動画視聴もゲームも快適に
従来の当社製品と比べて、グラフィックスの処理性能が向上した CPU「 インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー 」を搭載しています。動画視聴な
どのエンターテイメント用途で快適に動作することはもちろん、特に 3D 映像描画能力が大きく向上し、3D 映像を活用する WEB ブラウザ上で動作
するゲームなども快適にプレイすることができます。

【ベンチマークスコア取得要件】
グラフ1：本製品「 MT-WN1003 」

/ インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

/ 2GBメモリ / 64GB eMMC

グラフ2：従来製品「 MT-WN1001 」 / インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー

/ 2GBメモリ / 64GB eMMC

※1

ベンチマークソフトウェア「 3DMark Ice Storm 」によるスコア結果です。数値が高いほど、高速な処理結果が期待できます。

※2

弊社の環境における特定構成のパソコンでベンチマークを計測した数値となります。掲載しているスコアは参考値であり、使用するデバイスや

環境、その他の要因によって測定結果は変動します。

IEEE 802.11ac 対応の無線 LAN で、インターネット接続が途切れにくく、高速に
搭載する無線 LAN には「 インテル® Dual Band Wireless-AC 3165 」を採用しています。「 IEEE 802.11ac 」に対応する無線 LAN となり、家電など
の電波干渉を受けにくい 5GHz 帯の周波数での通信を行い、接続中に途切れにくく、快適なインターネットの利用をすることができます。
また、従来の規格である「 IEEE 802.11n 」と比較して約 2.9 倍のスピードに対応可能であり、高画質・高解像度のコンテンツの視聴もスムーズに
行えます。

「 Microsoft Office Mobile 」と「 1年間の Office 365サービス 」が標準付属
最新の Word、Excel、PowerPoint がご利用いただける「 Microsoft Office Mobile 」と、「 1年間の Office 365サービス 」が標準で付属します。「
Office 365サービス 」により、Microsoft が提供するクラウドサービス 「 OneDrive 」上で 1TB のオンラインストレージ利用サービスや、固定電話や
携帯電話への通話が毎月 60分無料となる Skype サービス、2台のタブレット PC で Office が使えるサービスが利用できます。

利用用途を広げる種類豊富な I/O 端子を搭載
128GB ものデータを保存可能な micro SDXC カードに対応するカードリーダーや、高速なデータ転送や幅広い周辺機器接続が可能な USB 3.0 端子、
映像を外部出力可能な mini HDMI 端子など、種類豊富な I/O 端子を搭載しています。

製品出荷時からの保護フィルム（ 硬度 3H ）を貼り付け済みで手間いらず
液晶画面の保護フィルムを貼り付け済みの状態で製品出荷を行います。そのためご自身での保護フィルムの個別購入や、貼り付け時の気泡混入などに
悩まされることなく、スムーズに製品を使用可能です。
また、貼り付けしている保護フィルムは「 硬度 3H 」規格のハードコート仕様となっており、「 すり傷 」や「 爪あと 」などが残りにくい表面硬度
と保護力を実現しています。

製品仕様

モデル名

MT-WN1003

OS

Windows 10 Home 32ビット

総合ソフトウェア

Office Mobile プラス Office 365 サービス
( Word / Excel / PowerPoint / Office 365 サービス 1年間有効 ）
型名

インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

仕様

4コア/ 1.44GHz/ インテル® バースト・テクノロジー対応 最大 1.92GHz / 2MB キャッシュ

容量・メモリタイプ

2GB ( オンボード/PC3-12800 DDR3L SDRAM )

グラフィックス

インテル® HD グラフィックス 400

ビデオメモリ容量

メインメモリからシェア

液晶サイズ

10.1型 IPS方式液晶

解像度

1,280×800ドット

タッチパネル

マルチタッチ対応

フラッシュメモリ容
量

64GB

プロセッサー
メインメモリ

表示機能

記憶装置

前面 192万画素、背面 192万画素

WEBカメラ

インターフェイス・ポー
ト

USB

USB 3.0 (左側面×1)、micro USB (左側面×1)

カードリーダー

micro SD メモリーカード（ SDXC,SDHC含む/ 左側面×1 ）

Bluetooth®

Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール

無線 LAN

インテル® Dual Band Wireless-AC 3165
(IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 対応)

サウンド

ヘッドフォン出力 （左側面×1)

ディスプレイ出力

mini HDMI （左側面×1)

キーボード・ポインティングデバイス

USB 接続 / マグネット着脱式 86キー日本語キーボード / タッチパッド
（本体カバー兼用スタンド一体型）

スピーカー/マイク

ステレオスピーカー/モノラルマイク

電源

内蔵バッテリーまたは ACアダプター 100V

本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)

259.5×174×10

本体重量（付属品電源ケーブルを含まず）

約 593g（本体のみ）/約 916g（キーボード、カバー含む）

バッテリー動作時間
（ JEITA 測定法 2.0 による平均）

約 8.2 時間

充電時間

約 4 時間

付属品

液晶保護シート（本体貼付済み）、ACアダプター、micro USB-USB 変換ケーブル

保証内容

24時間 365日電話サポート・1年間無償修理保証

※ Office 365 サービスは、利用開始時から 1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※ 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。

商品ラインアップ

ご利用ガイド

サポート情報

店舗情報

デスクトップPC

ご購入方法について

購入後のお問い合わせ

仙台

ノートPC

お支払い方法について

故障診断・修理ご依頼

秋葉原

ゲームPC（G-Tune）

送料・配送について

製品FAQ

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

クリエイターPC（DAIV）

営業日のご案内

各種ダウンロード

春日部

ビジネスPC（MousePro）

返品について

名古屋

タブレットPC

よくあるご質問

大阪

初めてご利用の方
BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認

博多

iiyama液晶ディスプレイ
周辺機器＆IoT製品

サイトマップ

プライバシーポリシー

規約

企業情報

採用情報

ニュースリリース

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

