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コンパクトなボディに約 14.4 時間の長時間バッテリー駆動
個性的な高付加価値製品パーソナルモバイルの新モデル
オンキヨー株式会社は、ONKYO ブランドにて展開中のパーソナルモバイルのラインアップを拡充。約 14.4 時間の長時間バッテ
リー駆動を実現した軽量ネットブック「MX1007A4」を発表、全国のオンキヨーPC 製品取扱店および、オンキヨー製品公式総合
ショッピングサイト「ONKYO DIRECT」にて本日より受注を開始、4 月 10 日（土）より順次発売を開始いたします。
本日新たにパーソナルモバイルのラインアップに加わる「MX1007A4」は、10.1 型ワイド輝き液晶を搭載しながらも、薄さ約
22mm、軽さ約 1.16kg のコンパクトなボディに約 14.4 時間駆動の大容量バッテリーを搭載した、気軽に持ち運びできるネットブッ
クです。ユーザーのライフスタイルに合わせた高付加価値製品として新たな PC 製品を展開いたします。

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 PC カンパニー マーケティング課 江森・埜村・河野 TEL : 03-3548-2615
写真画像はこちらから http://www.jp.onkyo.com/pc/press/ より該当製品をクリックください。
製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171
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MX シリーズ 製品概要

製品名

「MX1007A4」

価格

オープン価格

発売日

4 月 10 日（土）より順次
（ONKYO DIRECT では本日より受注を開始いたします）

販売

・全国のオンキヨーPC 製品取扱店
・ONKYO DIRECT（http://onkyodirect.jp/）

公開予定日

4 月 7 日（水） 15 時

一般からのお問合せ先

ONKYO DIRECT
TEL ： 0570-001900

MX シリーズ 主な仕様
製品名

OS

®

MX1007A4

Windows 7
Starter
32ビット

CPU

システム
メモリー

HDD

ディスプレイ

無線 通信機能

質量

バッテリー動作

インテ ル®
TM
Atom
プロセッサ ー
Z515

1GB

250GB

10.1型 ワイド
輝き液 晶
(1,024×
600ドット)

IEEE
802.11 b/g、
Bluetooth ®
Ver.2.1+EDR

約1.16kg

約14.4時間
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MX シリーズ 主な特長
約 14.4 時間の長時間駆動を実現
インテル® AtomTM プロセッサー Z515 や LED バックライト液晶ディスプレイによる省電力化と、
大容量バッテリーを採用することで、外出先や出張中など、電源のない場所でも安心して使用で
きる、約 14.4 時間の長時間バッテリー駆動を実現しました。

手軽に持ち運べる
ハードディスクドライブを搭載しながらも、薄さ 22mm（最厚部）・質量約 1.16kg の
軽量ボディを実現。バッグに入れて手軽に持ち運べるコンパクトなネットブックです。

指紋認証機能
タッチパッドボタンの中央に配置された指紋センサーを指先でスライドするだけで、
ファイルの保護や Windows®のログインが簡単・安全に行えます。

無線 LAN＆Bluetooth®
ケーブルレスでインターネット接続ができる無線 LAN に加え、さまざまな
周辺機器との無線接続が可能な Bluetooth®を搭載。モバイル使用での
利便性をさらに高めました。

ジェスチャー対応タッチパッド
タッチパッド上を指で円を描くように動かすことで、ウインドウ内の画面を上下・
左右にスクロールすることができます。また、タッチパッド上で 2 本の指の間隔を
操作し、画像やウインドウ内の画面の拡大/縮小も可能です。
※ アプリケーションソフトによっては使用できない場合があります。

チャットの楽しさ広がる
130 万画素 CMOS センサーを搭載した Web カメラとマイクを内蔵、付属のソフトを
使用して快適にテレビ電話やチャットを楽しむことができます。

アイソレーションキーボード
キートップを独立させたアイソレーションキーボードを採用。独立形状のキートップと、
17.4mm のキーピッチで、キー入力ミスを軽減しより快適にお使いいただけます。

最新 OS： Windows® 7 搭載
操作がより快適に、思ったことがすばやくできる、使いやすさを実現した最新
OS：Windows® 7 Starter を搭載しました。

■ プロジェクター等に出力可能なアナログディスプレイ出力端子を搭載
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MX シリーズ 製品仕様
製品名
OS
CPU

MX1007A4
Windows® 7 Starter 32ビット
®
TM
インテル Atom プロセッサー Z515
1.20GHz
512KB
400MHz

動作周波数
2次キャッシュ
システムバス
®

チップセット
システムメモリー
標準
最大
メモリースロット
ハードディスクドラ イブ
ディスプレイ
内蔵ディス プレイ
外部ディス プレイ接続時
グラ フィックシ ステム
ビデオメモリー
サウンドシステム
LAN
Webカメラ
無線LAN
®

Bluetooth
キーボード
ポインティングデバイス
スピーカー
マイク
指紋認証
メモリーカードスロット
インター
左側面
フェース
背面
バッテリー
動作時間
充電時間
ACアダプター
消費電力
本体寸法
質量
付属品
付属アプリ
音楽視聴編集ソフ ト
ケーション
Webカメラソフト
有害サイトフィルタリングソフト
インターネット閲覧
インターネット検索
インターネット情報
電子図書閲覧ソフ ト
PDF閲覧ソフト
メッセンジャーソフト
ブログ投稿ソフト
動画編集ソフト
写真管理ソフト
メールソフト
総合セキュ リティ対策ソフト

インテル シス テム・コントローラ ー・ハブ US15W チップセット
オンボードDDR2 SDRAM(400MHz動作)
1GB (オンボード)
1GB (オンボード)
－
250GB (Serial ATA 3Gb/s，5,400rpm)
10.1型 ワイドTFTカラ ー液晶
最大1,024×600ドット (約1,619万色 (ディザリング機能により擬似フルカラー表示 を実現))
800×600ドット / 1,024×600ドット /1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット /
1,366×768ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット (約1,677万色)
インテル ® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 500 (チップセット内蔵)
最大251MB（システムメモリー より割り当て)
Realtek ALC262 オーディオコ ーデック (HD Audio準拠)
MOSCHIP MCS7830 ファースト イーサネット コントローラ ー (10BASE-T/100BASE-TX)
130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
IEEE802.11 b/g準拠

®

Bluetooth ソフト
指紋認証ソフト

商標について

®

Bluetooth Ver. 2.1+EDR
日本語 キーボード 86キー(17.4mmピッチ，1.7mmス トローク)
タッチパッド （マルチタッチ）
内蔵ス テレオスピーカー (1.5W＋1.5W)
内蔵モノラルマ イク
標準搭載
SDメモリーカード/SDHCメ モリーカード
ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1，マ イク端子(ステレオ ミニジャック)×1，
USB2.0ポート× 2
LANポート×1，アナログディス プレイ出力端子(ミニD-sub 15pin)×1
リチウムイオンバッテリー (10.8V, 5,800mAh)
約14.4時間
電源OFF時 約5時間 / 電源ON時 約5時間
入力 AC100～240V±10％，50/60Hz ： 出力 DC19V，2.1A
最大時 約40W，標準時 約10W，省電力時 1W未満
266(幅) × 18(最薄部)～22(最厚部) × 230(奥行き) mm (突起物は含まず)
約1.16kg (バッテリーパック装着時)
ACアダプター，バッテリーパック，ソフトケース，各種マ ニュアル，他
®

Windows Media Player 12
WebCam Studio
®

i-フィルター 5.0 (90日間お試し版)
Windows® Internet Explorer ® 8
JWord プラグイン
Yahoo!ツールバー
ebi.BookReader 3.6
®

®

Adobe Reader 9
Windows Live TM Messenger
TM
Windows Live Writer
TM
Windows Live ムービー メーカー
TM
Windows Live フォト ギャラリー
Windows Live TM メ ール
マカフィー・PCセキュ リティセンター 90日 期間限定版
®

WIDCOMM Bluetooth software for Windows
DigitalPersona Personal

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom 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。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft
Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。IMAGＩNATIVE SIGHT & SOUND の名称、ロゴはオンキヨーの登録商標
です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

