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洗練されたフローティングデザインに充実の AV 機能を搭載
ダイレクト専用ホームエンターテイメントスマートトップなど
2 モデル発売
オンキヨー株式会社は、2010 年 1 月発表モデルより搭載を開始している自社開発の小型地上デジタルテレビチューナー、
FM/AM ラジオチューナー、統合視聴再生ソフトの採用を促進、2010 年 3 月には、両チューナーの同時搭載が可能なダイレクト
専用モデルを発売しました。
本日発表のオンキヨーダイレクト専用モデル「DP312」、「DC213」はともに地上デジタルテレビ・FM/AM ラジオ両チューナーの同
時搭載が可能。「DP312」は、超小型の本体に、電源と連動してホワイトに光る ONKYO ロゴや、カーブを描くクリアアクリルスタ
ンドを用いたフローティングデザインで浮遊感を演出したホームエンターテイメントスマートトップ、「DC213」はアイソレーションキ
ーボードや広いスペースを確保したタッチパッドなど、使い勝手にもこだわった 10.1 型ワイド輝き液晶ディスプレイを搭載したネ
ットブックです。
両製品は、オーディオ＆ビジュアル製品から PC まで取り扱うオンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト：ONKYO
DIRECT(http://onkyodirect.jp/)にて本日より受注を開始いたします。
なお、「DP312」は、PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する「MADE IN JAPAN 倉
吉発」モデルとして発売いたします。

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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DP312 製品概要

製品名

「DP312」

最小構成価格

64,800 円～（ONKYO DIRECT 販売価格・税込）
チューナー選択時 84,800 円～（ONKYO DIRECT 販売価格・税込）

受注開始日

4 月 22 日（木）

出荷開始予定日

4 月下旬より順次

受注・販売

ONKYO DIRECT のみで開始

公開予定日

4 月 22 日（木）15 時

一般からのお問合せ先

ONKYO DIRECT
TEL ： 0570-001900

ダイレクト販売専用モデル DP312 主な仕様
製品名

OS

システム
メモリー
（選択）

CPU

2GB
デュアル
チャネル対応

HDD/チューナー(選択)＊ 2

320GB
HDD
(Serial ATA)

DP312

液晶
ディスプレイ
（オプション）

統合ソフト
（オプション）

Office
Personal 2007
（SP2)
-

スロットイン
フルハイビジョン Office Personal
DVDスーパー・
対応21.5型
2007 with
マルチドライブ
ワイド輝き液晶
PowerPoint
(DVD±R DL
(1,920×
（2層）
2007 (SP2)
1,080ドット)
書込対応)

®

Windows® 7
Home Premium
32ビット版

オプティカル
ドライブ

インテル
TM
Atom
プロセッサー
N270

4GB＊ 1
デュアル
チャネル対応

500GB
HDD
(Serial ATA)

＊1 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため、約3GBまでしか使用できません。
＊2 HDDとチューナーはセットでの選択になります。

地上デジタル
テレビ
チューナー
＆
FM/AMラジオ
チューナー

Office
Professional
2007 （SP2)
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DP312 主な特長
美しさと使いやすさを両立したデザイン
本体上面には、電源と連動してホワイトに光る ONKYO ロゴを配置、カーブを描くクリアア
クリルスタンドにより本体下へ影を作るフローティングデザインで浮遊感を演出しました。
また、指を触れることで電源の入るタッチ式電源ボタンや、ディスクトレイのないスロット
イン DVD スーパー・マルチドライブを採用。外観の美しさと使いやすさを両立したスタイリッ
シュなデザインです。

質量：約 1.2kg の超小型本体サイズを実現
質量：約 1.2kg、幅 156mm、高さ 47.1mm、奥行き 162.6mm の超小型本体サイズを実現
（アクリルスタンド除く）。本体は縦置きにすることも可能で、設置場所を選ぶことなく自由
にレイアウトできます。

地上デジタルテレビチューナー、FM/AM ラジオチューナーの選択が可能
自社開発の小型地上デジタルテレビチューナーと、PC 内部のノイズの影響を受けにくい
FM/AM ラジオチューナーの選択が可能。統合視聴再生ソフト「PureSpace®」で画面上の
番組表から視聴したいテレビ番組の選択や、録画・録音予約が簡単に行えます。

リモコンで快適操作
PC 本体の電源 ON/OFF や、オンキヨーオリジナルアプリケーション「PureSpace®」が
リモコンで操作可能。ソファーやベッドでくつろぎながら簡単に操作できます。

HDMI 端子搭載で、使い方ひろがる
映像と音声を同時にデジタル伝送できる HDMI 出力端子を搭載。ディスプレイ*
やご家庭のテレビ*に、ケーブル 1 本で簡単に接続が可能です。
＊ HDMI 対応機種のみ

使いやすいコンパクトワイヤレスキーボード・マウス
本体サイズに合わせたコンパクトワイヤレスキーボードとマウスを採用しました。
キーボードはキートップを独立させたアイソレーションタイプで、キー入力ミスを
軽減し、より快適にお使いいただけます。

メモリーアップグレード半額キャンペーン対象
現在 ONKYO DIRECT で実施中のメモリーアップグレード半額キャンペーン対象機種に
DP312 を追加。システムメモリー2GB から 4GB へのアップグレードが、通常+10,000 円の
ところ+5,000 円で可能です。
■ NVIDIA® IONTM グラフィックスプロセッサを搭載。
■ PC 総合サービス拠点である鳥取県倉吉市の工場で厳密な品質検査を経て出荷する
「MADE IN JAPAN 倉吉発」モデル
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DC213 製品概要

製品名

「DC213」

最小構成価格

44,800 円～（ONKYO DIRECT 販売価格・税込）

受注開始日

4 月 22 日（木）

出荷開始予定日

4 月下旬より順次

受注・販売

ONKYO DIRECT のみで開始

公開予定日

4 月 22 日（木）15 時

一般からのお問合せ先

ONKYO DIRECT
TEL ： 0570-001900

ダイレクト販売専用モデル DC213 主な仕様

製品 名

OS

CPU

システム
メモ リー

HDD

オプティカル
ドライブ
（オプション）

液晶
ディスプレイ

テレビ
チューナー
（オプション）

ラジオ
チューナー
（オプ ション）

統合 ソフト
（オプション）
Offic e
Person al 2007
2年 間
ライセンス版
(SP2 )

DC21 3

Windows ® 7
Starter
32ビット版

インテル®
AtomTM
プロセッサー
N450

1GB

250GB
(Serial ATA)

外付け
DVD
スーパー・
マ ルチ
ドライブ

1 0.1型ワイド
輝き液晶
（1,02 4×
600ドット）

地上デジタル
テレビ
チューナー

FM/AM
ラジオ
チューナー

Offic e
Personal
2007
(SP2 )
Of fice Personal
2007 with
PowerPoint
2007 (SP2 )
Office
Professional
2007
(SP2)
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DC213 主な特長
小型地上デジタルテレビチューナーの選択が可能
Mini PCI Express Card 規格に準拠した自社開発の地上デジタルテレビチューナーの
選択が可能。地上デジタル放送の視聴に必要な B-CAS カードには、携帯電話等に
用いられる SIM カードと同サイズの miniB-CAS カードをいち早く採用、ネットブック
でも気軽に地上デジタル放送の視聴が可能になりました。
※ 地上デジタル放送を視聴するには、付属の F コネクタ変換アダプターをご家庭の外部
アンテナに接続する必要があります。

FM/AM ラジオチューナーの選択が可能
自社開発の内蔵型 FM/AM ラジオチューナーの選択が可能。PC 内部で発生するノイズの
影響で音質が劣化しがちな FM/AM ラジオにおいて、ピュアオーディオやサウンドカードで
培ってきた様々なノイズの影響を受けにくい独自の製品設計ノウハウを投入、ピュアな
ラジオ音声再生を実現しました。
※ ラジオ放送の視聴には、付属の各アンテナを使用する必要があります。

様々な AV コンテンツを楽しめるオンキヨー独自のアプリケーション
テレビ*1 やラジオ*2 をはじめ、ミュージックやビデオなども楽しめるオンキヨーオリジナル
アプリケーション 「PureSpace®（ピュアスペース）」をプリインストール。見やすい 3D
デザインのトップメニューから楽しみたいコンテンツを選択する、直感的な操作が
可能なアプリケーションです。また、PureSpace MUSICTM には、音質劣化の要因と
なる音量ミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトで伝送
する「PDAP（Pure Direct Audio Path）テクノロジー」を採用。メールの着信音などを
完全にシャットアウト、快適な音楽再生環境を実現しました。
*1 テレビチューナー選択時のみ視聴可能。 *2 ラジオチューナー選択時のみ視聴可能。

小型・軽量で持ち運びやすい
電源ボタンを側面に配置することで、広いスペースを確保したタッチパッド、キートップを
独立させたアイソレーションキーボードなど使い勝手に考慮しながらも、持ち運びやすい
小型ボディと軽量約 1.2kg を実現しました。

Office Personal 2007 2 年間ライセンス版の選択が可能
Word 2007、Excel® 2007 および Outlook® 2007 のすべての機能を、2 年間の期間期限
でお使いいただける、Office Personal 2007 2 年間ライセンス版(SP2)、など計 4 種の
Office アプリケーションのオプション選択が可能です。

■ LED バックライト採用の 10.1 型ワイド（1,024×600 ドット）輝き液晶ディスプレイ
■ 最新のネットブック向け CPU：インテル® AtomTM プロセッサー N450 を搭載
■ チャットの楽しさひろがる Web カメラとマイクを搭載
■ 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（ミニ D-sub 15pin）
■ IEEE802.11b/g/n 準拠の無線 LAN
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DP312 主な BTO 可能項目一覧
カテゴリ

通常価格
（税込）

品名

システム

2GB（1GB×2） デュアルチャネル対応
*1

メモリー

4GB（2GB×2）

ハードディスク

320GB (Serial ATA 3Gb/s、5,400rpm)

ドライブ/

チューナーなし

チューナー

500GB (Serial ATA 3Gb/s、5,400rpm)

キャンペーン
価格
（税込）

標準
+\10,000

デュアルチャネル対応

+\5,000

標準

+\20,000

地上デジタルテレビチューナー＆FM/AMラジオチューナー
ディスプレイ

-

標準

21.5型ワイド液晶ディスプレイ
オフィス

+\20,000

-

標準
®

+\20,000

アプリケーション Microsoft Office Personal 2007(SP2)
®

DP312

®

®

Microsoft Office Personal 2007 with Microsoft Office PowerPoint 2007(SP2)

+\30,000

Microsoft® Office Professional 2007(SP2)

+\50,000

最小構成価格（税込）

\64,800

＊1 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領 域のため約3GBまでしか使用できません。

DC213 主な BTO 可能項目一覧
カテゴリ

品名

オプティカル

-

ドライブ

外付けDVDス ーパー・マ ルチドライブ

テレビ

-

価格（税込）
標準
+\8,800
標準

チューナー

地上デジタルテレビチューナー

ラジオ

-

チューナー

FM/AMラジオチューナー *1

オフィス

-

*1

+\10,000
標準
+\5,000
標準

®

アプリケーション Microsoft Office Personal 2007 2年 間ライセンス版（SP2）

+\10,000

®

+\20,000

Microsoft Office Personal 2007(SP2)
®

®

®

Microsoft Office Personal 2007 with Microsoft Office PowerPoint 2007(SP2)
®

Microsoft Office Professional 2007(SP2)
DC213

最小構成価格（税込 ）

+\30,000
+\50,000
\44,800

＊1 テレビチューナー、及びラジオチューナーをセットで選択 した場合は、通常+15,00 0円のところ+1 3,000円でBTOが可能。

商標について

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、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint、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。HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition
Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。iTunes は Apple Inc.の商標です。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。
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DP312 製品仕様
製品名
OS
CPU
コア数/スレッド数
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（選択）
容量
最大
メモリース ロッ ト
ハードディスクドライブ（ 選択 *4 ）
オプティカルドライブ

グラフィック システム
ビデオ メモリー
表示解像度
チューナー
（選択）*4*5

テレビチュ ーナー
録画データサイ ズ/ 時間
付属品
ラジオ チューナー
録音データサイ ズ/ 時間
付属品

サウンドシステム
LAN
無線LAN
メモリーカードスロット
インター
前面
フェース
背面

DP31 2
Win dows ® 7 Hom e Pre mium 32 ビッ ト版
®
インテル AtomTM プロセッ サー N270
コア数 1 / スレッ ド数 2
1.60GHz
512KB
5 33MHz
NVIDIA® ION TM MCP79 (Ge Force® 9400M G)
PC3-8500 / DDR3-106 6 SDR AM 204pin SO-DIMM (デュアルチ ャネル対応 *1，533MHz動作）
2GB (1GB×2 ) / 4GB (2 GB×2)*2
*2* 3
8GB (4GB×2)
2スロット(2スロット使用 ）
320GB / 500GB (Se rial ATA 3Gb/s、5, 400rpm )
DVDスーパー・ マルチドライブ[DVD±R DL（2層）書き込み対応]
[DVD-R DL] 読 込最大6倍速/書 込最大4倍速、[DVD+R DL] 読込最大6倍速/ 書込最大4倍速
[DVD-RW] 読 込最大8倍速/書 込最大6倍速、[DVD+RW] 読込最 大8倍速/書込最大 6倍速
[DVD-R] 読 込最大8倍速/書 込最大8倍速、[DVD+R] 読込最大8倍速/ 書込最大8倍速
[DVD-RAM] 読込最大5倍速/ 書込最大5倍速、[DVD-ROM] 読 込最大8倍速
[CD- RW] 読込最大2 4倍速/書込最大 16倍速、[CD-R ] 読込最 大24倍速/書込 最大24倍速
[CD-R OM] 読 込最大24倍速
NVIDIA® GeForce® 9400M G (チップセッ ト内蔵 )
最大512MB (システムメモリーより割り当て)
8 00×600ドット / 1,024×76 8ドット / 1,280× 1,024ドット / 1, 366×768 ドット / 1,440×9 00ドット /
1,600×1, 200ドット / 1,6 80×1,050 ドット / 1,920×1 ,080ドッ ト / 1,9 20×1,20 0ドット (約1,677万 色)
地上デジタルテレビチュ ーナ ー (ダ ビング不可)
ハイ ビジョ ンテレビ放送 （約16Mbps、約7 GB/時間） / 標準テレビ放送 （約 8Mbps、約3.6GB/ 時間）
miniB-CASカード
FM/AMラジオ チューナー(受信範囲 FM76.0～90 .0MHz/ AM 522～1629 kHz)
約128 kbps、約 60MB/時間
アンテナ 接続用変換アダ プター，FMアンテナ，AMアンテナ
Realte k ALC888 オ ーディオコーデック (HD Audi o準拠)
Realtek RTL8 211CL ギガビット イーサネッ ト コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/100 0BASE-T )
通信 速度 最大150Mbps、IEEE 802.1 1 b/g/ n準拠
メ モリースティッ ク/メモリースティッ ク PRO/ SDメモリーカード/SDHCメ モリーカード/MMC 共用スロット
USB2 .0ポート×2、ヘッド ホン端子(ステレオ ミニジャック)×1、マイク端子(モノ ラル ミニジャック )×1
USB2.0ポート×3 ，LANポート×1，デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeA，HDCP対応)×1 ，
アナログディスプレイ 出力端子(ミニD-sub 1 5pin)×1，
光デジタル(S/PDIF)出力端子(角型 ，ステレオ光ミニジャ ック)×1，
ライン出力端子 (ステレオ ミニ ジャック)× 1，ライ ン入力端子(ステレオ ミニジャッ ク)×1，テレビアンテナ端子× 1，
ラジオ アンテナ端子(ステレオ ミニジャ ック)×1，mi niB-CASカ ード スロット

入力 AC1 00～240V±10％、50/60Hz ： 出力 DC12V、5 .0A
最 大時 約33W、標準 時 約22W、省電 力時 3W未 満
156(幅) × 47.1(高さ) × 162 .6(奥行き) mm ( スタンドおよび突起物を除く)
約1.2kg
USB ワ イヤレス日 本語コンパクトキーボード
キーボード
USB スク ロール機能付 ワ イヤレス光学式マウ ス
マウス
その他
リモコン、ACアダプター、キーボード用電池、マウス用電 池、Windows® 7 修復CD、各種マニ ュアル、他
Mic rosoft ® Offic e Personal 2 007 （Service Pack 2適用済み）
Officeアプリ
統合ビジネスソ フト
ケーション
Mic rosoft ® Offic e Personal 2 007 wi th Microso ft® Office Po werPoint ® 2 007 （Service Pack 2適用済み）
Micro soft ® Office Professi onal 2007 （Se rvice P ack 2適用 済み）
（オプショ ン）
付属アプリ
統合視聴再 生ソフト
P ureSpace®
PureSpace MUSIC TM
ケーション
音楽視聴・ 管理ソフト
PureSpace TVTM （チューナー選択時）
地上デジタル放送視聴・録画ソ フト
FM/AMラジオ 視聴・録音ソ フト
Pure Space RADIOTM （チュ ーナ ー選択 時）
PureSpace DVDTM
DVDビデオ再生ソ フト
画像閲覧ソ フト
PureSpace PHOTOTM
PureSpace VIDEOTM
動画再生ソ フト
音楽視聴編 集ソフト
Windows Media ® P layer 12
iTunes 9
音楽視聴・ 管理ソフト
Roxio Creator® LJB
DVD・CD作成ソフト
乗換案内 VER.5
交通情報検 索ソフト
有害サイ トフィルタリングソ フト
i- フィルター ® 5 .0 (90日間お試し版)
インターネ ット閲覧
Windo ws ® Inte rnet Expl orer ® 8
JWord プラグイン
インターネ ット検索
Yahoo!ツールバー
インターネ ット情報
ebi.BookReader
電子図書閲 覧ソフト
Adobe® R eader® 9
PDF閲覧ソ フト
ATOK 2010 for Wi ndows (60日無 償試用版)
日本語入力 システム
Windows Live TM Messenger
メッセンジャーソ フト
ブログ投稿ソフ ト
Windows Live TM Writer
Windows LiveTM ムービー メーカー
動画編集ソ フト
写真管理ソ フト
Win do ws Live TM フ ォト ギャラリー
Wi ndows Live T M メール
メールソフト
マカフ ィー・PCセキュリティセンター 90 日期間限定版
総合セキュリティ対策 ソフト
＊1 デュ アルチャネ ル動作には同 じ仕様 のメモリーを2枚1組で装着 する必要があ ります。
＊2 32ビットOSではBIOS等のメ モリー領域のた め約 3GBまでしか使用でき ません。
＊3 最大メモリー容量にする場合、標準実装メモリーを取り外す必要があります。
＊4 チューナー選択時はハ ードディスク500GB、チ ューナ ー非選択時はハードディスク3 20GBが選択 されます。
＊5 チューナー選択時はテレビチューナーとラジオチ ューナ ーがともに選択されます。い ずれかのみを選択することはできません。
ACアダプター
消費電力
本体寸法
質量
付属品
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Windo ws ® 7 Starter 32ビット
®
インテル AtomTM プロセッサー N450
コア数 1 / スレッド数 2
コア数/スレッド数
1.66GHz
動作周波数
2次キャッシュ
512KB
チップセット
モバイル インテル® NM10 Express
システムメ モリー
PC2 -5300/66 7MHz DDR2 SDRAM 200pin SO -DIMM
1GB ( 1GB×1)
標準
最大
2GB (2GB× 1)*
1スロット(1スロット使 用)
メモリース ロット
2 50GB (Serial ATA 3Gb/s，5, 400rpm)
ハードディスクドライブ
オプティカルドライブ(オプション)
外付けDVDスーパー・ マルチドライブ
10.1型 ワイドT FTカラ ー液晶 最大1, 024×600ド ット
内蔵ディス プレイ
ディスプレイ
(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))
800×60 0ドット / 1,024 ×768ドット / 1,2 80×1,024 ドット / 1,400×1 ,050ドット /
外部ディス プレイ接続 時
1 ,600×900 ドット / 1 ,680×1,0 50ドット (約1,677 万色)
グラフィック システム
インテル® グラフィックス・メディア・ アクセラレーター 3150
最大256MB (システムメモリーより割り当て)
ビデオメモリー
地上デジ タルテレビチューナー（ダビング不可 ）
チューナー
テレビチュ ーナー
（オプション）
ハイビジョンテレビ放送 （約16Mbps，約7 GB/時間） / 標準テレビ放送 （約 8Mbps，約3.6GB/ 時間）
録画データサイズ/ 時間
ラジオチューナー
FM/AMラジオチューナー(受信範囲 FM76.0～90 .0MHz/ AM 522～1629 kHz)
録音データサイズ/ 時間
約128 kbps，約 60MB/時間
Realte k ALC272 オーディオコーデック (HD Audi o準拠)
サウンドシステム
Webカメラ
30万画 素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
Re altek RTL8103EL- GR ファースト イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN
通信 速度 最大150Mbps，IEEE802.11 b/g/ n 準拠
無線LAN
日本語キーボード (17.5 mmピッチ ，2mmストローク)
キーボード
タッチ パッド
ポインティングデバイス
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー
内蔵モノラルマイク
マイク
S Dメモリーカード /SDHCメ モリーカード/MMC 共用スロット
メモリーカードスロット
USB2.0 ポート×1 ，アナログディスプレイ出力端 子(ミニD-sub 15pin)×1
インター
左側面
フェース
右側面
テレビアンテナ端子×1，ラジオアンテナ端子×1，マイク端子(ス テレオ ミニ ジャック)×1 ，
ヘッドホ ン端 子(ステレオ ミニジャック )×1，USB2 .0ポート×1，LANポート×1
miniB-CASカードスロット
背面(バッテリー収納部内側)
リチウムイオンバッテリー (11.1 V, 2,20 0mAh )
バッテリー
約3 .3時間
動作時間
電源OFF時 約2.0時間 / 電源ON時 約 2.0時間
充電時間
入力 AC1 00～240V±10％，50/60Hz ： 出力 DC19V，2 .1A
ACアダプター
最大時 約47W，標準時 約15W，省 電力時 3W未満
消費電力
26 5(幅) × 25(高さ) × 16 5(奥行き) mm (突起 物は含まず)
本体寸法
約1 .2kg (バッテリーパック 装着時)
質量
ACアダ プター，バッテリーパック，各種マニュアル，他
付属品
TM
テレビチュ ーナー選 択時
miniB-CASカード，Fコネクタ変換アダプター，PureSpace TV アプリケーションCD- ROM
FMアンテナ，AMアンテナ，アンテナ接続用変換ア ダプター，PureSpace RADIO TMアプリケーションCD- ROM
ラジオチューナー選択時
Officeアプリ
統合ビジネスソ フト
Microsoft ® Office Personal 2007 （ Service P ac k 2適 用済み）
Microsoft ® Office Personal 2007 with Mic rosoft ® Offic e PowerPoi nt® 2007 （ Service Pac k 2適 用済み）
ケーション
(オプション)
Microsoft ® Office Profe ssional 20 07 （Service Pack 2適用済み）
Micro soft ® Office Personal 2007 2年 間ライセンス版 （S ervice Pack 2適用 済み）
付属アプリ
統合視聴再 生ソフト
PureSpace®
TM
ケーション
音楽視聴・ 管理ソフト
PureSpace MUSIC
Pure Spac e TVTM （テレビチューナー選択時 ）
地上デジタル放送視聴・録画ソ フト
FM/AMラジオ視聴・録音ソ フト
PureSpace RADIOTM （ラジオチ ューナー選択時）
PureSpace PHOTOTM
画像閲覧ソ フト
動画再生ソ フト
PureSpace VIDEOTM
Windows Media ® Player 12
音楽視聴編 集ソフト
iTunes 9
音楽視聴・ 管理ソフト
MediaSh ow 4 Ph oto
画像編集・ 管理ソフト
YouCam 3
We bカメラ操作 ソフト
筆まめVer.20 ベーシック
はがき・住所録作成ソ フト
乗換案内 VER.5
交通情報検 索ソフト
有害サイトフィルタリングソ フト
i- フィルター ® 5 .0 (90日間お試し版)
Windo ws ® Inte rnet Explorer ® 8
インターネット閲覧
JWord プラグイン
インターネット検索
Yahoo!ツールバー
インターネット情報
ebi.BookReader
電子図書閲 覧ソフト
PDF閲覧ソ フト
Adobe® Reader® 9
ATOK 2010 for Windows (60日無 償試用版)
日本語入力 システム
メッセンジャーソ フト
Windows LiveTM Messenger
Windows LiveTM Writer
ブログ投稿ソフ ト
動画編集ソ フト
Windows LiveTM ムービー メーカー
TM
写真管理ソ フト
Win do ws Live フ ォト ギャラリー
Windows LiveT M メール
メールソフト
マカフ ィー・PCセキュリティセンター 90 日期間限定版
総合セキュリティ対策 ソフト
* 最大 メモリー容量にする場合、標準実装 メモリーを取り外す必要がありま す。
製品名
OS
CPU

