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PC をプレミアムサウンドで楽しむ
新開発スリム型プレミアムスピーカーに、世界初 DTS Premium SuiteTM 搭載*
デジタル放送、iPod にも対応した新 All in One PC
「E713A9B」・「E713A9」、および「DE713」の新 E7 シリーズは、ブルーレイやデジタル放送の映像や、音楽などあらゆるコンテン
ツが今まで実現しえなかったかつてない迫力で楽しめる一体型 PC です。
オーディオ開発のノウハウを活かし、E7 シリーズ専用のスリム型プレミアムスピーカーを新開発、スピーカーユニットのボイスコ
イルの磁気回路やエッジの形状、振動板の素材を最適化し約 10mm の薄さと、高級スピーカーの 10cm ウーファー振動板と同
等の振動板面積を確保、量感あふれるプレミアムなサウンド再生と、スタイリッシュな E7 シリーズに合うスリム形状を両立しまし
た。また、DTS 社が提供するオーディオソリューションパッケージ「DTS Premium Suite TM」を PC として世界初採用*、PC 環境で
さまざまなコンテンツを、今までにない音場感とダイナミックなサウンドで楽しむことができます。
本日発表の店頭販売専用モデル「E713A9B」・「E713A9」は、スリム型プレミアムスピーカーや「DTS Premium SuiteTM」に加え、3
波デジタル放送対応のダブルテレビチューナーや iPod Dock、HDMI 入力端子を搭載、プレミアムなサウンド体験ができます。オ
ンキヨーダイレクト専用モデル「DE713」は、CPU・メモリー・HDD 等の BTO 選択が可能、ユーザーの使用環境に合わせてお選
びいただけます。
また、E7 シリーズの発売を記念し、5 月 24 日（月）から 8 月 31 日（火）の間、同機種購入者を対象としたプレゼントキャンペーン
『もっといい音、もっと感動。プレミアムサウンドキャンペーン』を実施いたします。
＊ 2010 年 5 月 24 日現在、DTS,Inc.調べ。PC への搭載として。

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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E7 シリーズ 製品概要

※

本製品に iPod は付属しておりません。

※

DE713 でテレビチューナー非選択時は、
テレビリモコンは付属しません

製品名

「E713A9B」・「E713A9」

「DE713」

価格

オープン価格

99,800 円～ （ONKYO DIRECT 販売価格・税込）

発売日

「E713A9B」B 6 月 17 日（木）より順次

受注開始日：5 月 24 日（月）より順次

「E713A9」

出荷開始予定日：6 月中旬より順次

6 月 3 日（木）より順次

受注・販売

全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ

ONKYO DIRECT のみ

公開予定日

5 月 24 日（月） 11 時

5 月 24 日（月） 11 時

一般からのお問合せ先

ONKYO DIRECT （TEL ： 0570-001900）

ONKYO DIRECT （TEL ： 0570-001900）

店頭販売専用モデル E713A9B・E713A9 主な仕様
製品名

OS

システム
メモリー

CPU

HDD

Windows® 7
Home Premium ターボ・ブースト・
*2
テクノロジー対応
64ビット版
4GB
®
1TB
インテル
デュアル
(Serial ATA)
TM
チャネル対応
(Windows® 7
Core i5-650
Home Premium
E713A9
プロセッサー
*1
32ビット版 )
*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。
*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。
E713A9B

テレビ
チューナー

オプティカル
ドライブ

地上デジタル・
BSデジタル・
110度CS
デジタルテレビ
チューナー
(2番組同時録画/
ダビング10対応)

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
（Blu-ray Disc
書込対応）

テレビ
チューナー
（オプション）

オプティカル
ドライブ
(選択)

液晶
ディスプレイ

統合ソフト

Office
フルハイビジョン
Personal 2010
対応23型
ワイド輝き液晶
(1,920×
1,080ドット)
‐

ダイレクト販売専用モデル DE713 主な仕様
製品名

システム
メモリー
（選択）

CPU
（選択）

OS

320GB
(Serial ATA)

®

インテル
TM
Core i3-530
プロセッサー

2GB

®

Windows 7
Home Premium
64ビット版
DE713
(Windows® 7
Home Premium
32ビット版*1)

HDD
(選択)

500GB
(Serial ATA)

®

インテル
Core TM i3-540
プロセッサー
ターボ・ブースト・
テクノロジー対応
®
インテル
Core TM i5-650
プロセッサー

1TB
(Serial ATA)

*2

4GB
デュアル
チャネル対応

1.5TB
(Serial ATA)
2TB
(Serial ATA)

*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。
*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。

地上デジタル・
BSデジタル・
110度CS
デジタルテレビ
チューナー
(2番組同時録画/
ダビング10対応)

DVDスーパー・
マルチドライブ
(DVD±R DL
（2層）
書込対応)

ブルーレイ
ディスク
ドライブ
（Blu-ray Disc
書込対応）

液晶
ディスプレイ

統合ソフト
（オプション）

Office
Personal
2010

フルハイビジョン
対応23型
ワイド輝き液晶
(1,920×
1,080ドット)

Office
Home &
Business
2010

Office
Professional
2010
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E7 シリーズ 主な特長①
豊かなサウンド再生を実現する
新開発スリム型プレミアムスピーカー
超薄型・小型でありながら、高級スピーカーのウーファー振動板と同等の
振動板面積（口径円形 10cm 相当）を持った E7 シリーズ専用のオリジナル
新スリムスピーカーユニットを搭載しました。一般的なキャビネット型スピー
カーは、振動板の前後運動で発生する不要な背圧（スピーカーユニットの
後ろから発生する振動）をキャビネット内部にある吸音材や拡散材で減衰
させています。E7 シリーズのスピーカーユニットは背圧の影響を受けずに、
開放的な動作が可能。あらゆる映像、音楽コンテンツが、今までの一体型
PC では実現しえなかったかつてない迫力で楽しめます。

力強く透明感あるサウンド再生を実現する
磁気回路内ダンパー（特許出願中）
複数のマグネットを使用して高性能の磁気回路を実現するツインマグネット
方式を採用。磁気回路とボイスコイルの内部に支持部材を搭載して力強い
駆動力と振幅信頼性を獲得しながら、薄さ約 10mm という薄型化を実現
しています。

大口径円形 10cm 相当の大型振動板
細長板形状の振動の乱れや特有モードを解消するために、発泡材を利用した
しなやかな振動板と独自のエッジ構造を採用（特許出願中）。形状やサイズ
の常識を超えた厚みのあるサウンド再生を実現します。

迫力ある重低音再生に有利な V ラインエッジ
スピーカーユニットのエッジには、一般的なロールエッジに比べ、振動板の
前後運動（振幅）をダンピングすることなく、不要な放射音（ノイズ）を低減さ
せることに成功した V ラインエッジを採用。大きな振幅を必要とする低音の
再生や、大音量再生に高いポテンシャルを発揮します。
V ラインエッジ

一般的なロールエッジ
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E7 シリーズ 主な特長②
世界初＊、今までにない音場感とダイナミックなサウンドを楽しめる
トータル・オーディオ・パッケージ搭載
ブルーレイディスクの映画や音楽タイトルの多くに採用されているオーディオフォーマット
DTS®テクノロジーはクオリティの高いサウンドを提供しています。世界で初めて搭載＊
する「DTS Premium SuiteTM（ディティエス プレミアム スイート）」は PC 環境でさまざまな
コンテンツを、快適かつ高品位なサウンドで楽しむことができる DTS 社が提供するデコー
ダーや DSP（Digital Signal Processor）などのオーディオソリューションパッケージです。
＊ 2010 年 5 月 24 日現在、DTS,Inc.調べ。PC への搭載として。

クラス最高のオーディオデコーダー 「DTS-HD Master AudioTM」
マルチチャンネルのロスレス・オーディオをスタジオマスターと全く同じクオリティの
音質で再現する、クラス最高のオーディオデコーダーです。映画、音楽、ゲームなど、
今まで映像だけでは実現できなかった、臨場感溢れるエンターテイメントを体験できます。

ボリュームバランスを最適に 「DTS SymmetryTM」
CD やインターネット映像、ブルーレイなど、異なった音量レベルの各種ソース間の
バランスを自動的に合わせることができます。

高品位なバーチャルサラウンド技術 「DTS Surround Sensation | UltraPCTM」
人間の感覚に変化をもたらす重要な心理情報を処理し、ステレオスピーカーシステムや
一般的なヘッドホンでも、実際に演奏しているかのような臨場感を提供するソリューション
です。

音声出力を最大限に高める 「DTS BoostTM」
人間の聴覚心理をソフトウェア信号処理することにより、音圧レベルの向上を体感する
事ができます。それにより映画の囁くようなセリフなどの今まで聞きづらかった音をよ
り聞き易くすることができます。

PC とホームシアターシステムの連携 「DTS ConnectTM」
PC をソースとして、様々なオーディオ信号をマルチチャンネルのデジタル信号に変換
して、ホームシアターシステムに接続することができます。

本ニュースリリースに対し、DTS,Inc.様より以下のエンドースメントをいただいております。
「オンキヨー株式会社様の革新的なオール・イン・ワン デスクトップパソコンの一部として、DTS が機能できることは大変光栄で
す。このパソコンを通して、面倒な操作なしに高品位な音声を楽しむことの素晴らしさを、ユーザーの皆さんに体験していただけ
るものと確信しています。この大きな両社の取り組みにより、最高の DTS の体験を、いかなるプラットフォームでも提供できるよ
うになります。」
「DTS Premium Suite」には、DTS-HD Master Audio の搭載に加え、システムレベルでの各種オーディオ・ポストプロセッシング
技術（「DTS Connect」「DTS Boost」「DTS Surround Sensation UltraPC」「DTS Symmetry」）も搭載しています。これらの技術に
より、オンキヨー株式会社様の（オール・イン・ワン デスクトップパソコン）ユーザー様が、別のアプリケーションを追加すること
なく、常に最適化された音声でエンタテイメントを楽しむことができます。
DTS, Inc.
Executive Vice President and General Manager
Brian Towne
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E7 シリーズ 主な特長③
PC 電源オフ時も楽しめる iPod Dock
iPod の接続が可能な iPod Dock を右側面に搭載。スライド方式を採用、
使わない時はすっきりと PC 本体に格納できます。PC の電源を入れな
い状態での iPod の充電に加え、音楽再生が可能、高品位スピーカーを
存分に活用して、iPod 対応オーディオとしても活躍します。
※ 本製品に iPod は付属しておりません。

地上/BS/110 度 CS デジタル放送の視聴・
2 番組同時録画に対応
地上デジタル放送に加え、BS デジタル・110 度 CS デジタル放送の視聴・
録画に対応したテレビチューナーをダブルで搭載*。2 番組同時録画・裏
番組録画・ダビング 10 に対応、大容量 HDD に長時間録画ができます。
* DE713 は BTO で選択可能。

大容量保存が可能なブルーレイディスクドライブ搭載
最大約 50GB のデータ保存が可能なブルーレイディスクへの書き込みに
対応したブルーレイディスクドライブを搭載*。DVD や CD の書き込み/
読み込みも可能で、目的に合わせて様々なメディアを使用できます。
* DE713 は BTO で選択可能。

HDMI 入力で外部ディスプレイとしても使える
フルハイビジョン対応 23 型ワイド輝き液晶
地上デジタル放送などの鑑賞に最適なフルハイビジョン対応 23 型ワイド
輝き液晶（1,920×1,080 ドット）を搭載。画面いっぱいに迫力の映像を映し
出します。また、HDMI 入力端子を搭載、他の PC やゲーム機を接続して
外部ディスプレイとしても使用できます。
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E7 シリーズ 主な特長④
高性能 CPU 搭載
動作状況に応じてパフォーマンスを高速化することが可能なターボ・ブースト・
テクノロジー対応インテル® CoreTM i5-650 プロセッサーを搭載*。動画編集や
ゲームなど高度なマルチメディア処理に、スピードアップをもたらすインテリ
ジェントな高性能を発揮します。
* DE713 は BTO で選択可能。

セレクタブル OS でより使いやすく
利用環境にあわせて OS を変更することが可能なセレクタブル OS＊を採用。
高いパフォーマンスを発揮し複数のソフトウェアも快適に動作する Windows® 7
64 ビット版をプリインストール。また、周辺機器やソフトウェアに高い互換性を
持つ Windows® 7 32 ビット版へ変更して使用することもできます。
* 付属の OS 選択起動ディスクを使用することで変更できます。

自由なスタイルで使えるワイヤレスキーボード・マウス・リモコン
離れたところからでも操作が可能な、ワイヤレスキーボード・マウス・リモコンを
付属。キーボードは本体脚部の隙間に収納することもできます。

スタイリッシュなスリムデザイン
豊富な機能を凝縮して搭載し、背面も美しいスリムデザインとなりました。スタンド
含め奥行き 183mm（最薄時）のコンパクト設計で省スペースにレイアウトできます。

Office Personal 2010
E713A9B には、機能豊富なツールを搭載した最新オフィスアプリケーション：
Microsoft® Office Personal 2010 を搭載しています。
※ DE713 は、オプションで Office Personal 2010、Office Home & Business 2010、
Office Professional 2010 の計 3 種の BTO 選択が可能です。

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が行えます。

ケーブル 1 本のかんたん接続
電源ケーブル 1 本で簡単に接続が可能、すぐに使い始めることができます。また、
IEEE 802.11 b/g/n に準拠したトリプル無線 LAN を搭載、ケーブルレスで高速
インターネットを楽しめます。
■ 6 種対応メモリーカードスロット（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/SDXC メモリーカード/MMC）
■ 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 （DE713 のみ）
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E7 シリーズ キャンペーン概要
オンキヨー株式会社は、All in One PC「E7 シリーズ」の発売を記念し、以下の 2 つのキャンペーンを実施いたします。
① 【もっといい音、もっと感動。プレミアムサウンドキャンペーン】
『もっといい音、もっと感動。プレミアムサウンドキャンペーン』は、「ワンランク上の楽しみ」をキャンペーンイメージに、E7 シリ
ーズをお買い上げいただいたお客様の中から抽選で、OLYMPUS PEN Lite E-PL1 ダブルズームキット （オリンパスイメージ
ング製）や、ホームシアターパッケージシステム HTX-22HDX（オンキヨー製）等の豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーン
です。また、W チャンス賞として、外れた方の中から抽選で賞品をプレゼントいたします。
＜キャンペーン名＞
もっといい音、もっと感動。プレミアムサウンドキャンペーン
＜キャンペーン期間＞
2010 年 5 月 24 日（月）～2010 年 8 月 31 日（火）
キャンペーンロゴ

＜対象機種＞
新 E7 シリーズ
E713A9B ・ E713A9 （店頭販売専用モデル）
DE713 （オンキヨーダイレクト専用モデル）
＜プレゼント商品＞
プレミアム賞・・・1 名

OLYMPUS PEN Lite E-PL1 ダブルズームキット （オリンパスイメージング製）

オンキヨー賞・・・3 名

ホームシアターパッケージシステム HTX-22HDX（オンキヨー製）

ムード賞・・・5 名

間接照明 フロアライト TEPS（Rosna 製）

メディア賞・・・20 名

BD-R 5 枚組 BRV25PWB5A （TDK Life on Record 製）

DTS 賞･･･30 名

DTS ロゴ入り牛革製オリジナルブックカバー

外れた方の中から抽選 W チャンス賞・・・50 名

e-onkyo music 3 曲無料ダウンロードクーポン

＜応募方法＞
キャンペーン期間中に、対象機種をご購入し、キャンペーンページより応募手続きを行われたお客様の中から抽選。
なお、キャンペーンへの応募は、2010 年 6 月 1 日（火）より受付いたします。
＜当選者の発表に関して＞
当選の発表については、賞品の発送、当選者へのメール配信をもってかえさせていただきます。
賞品の発送、メール配信は、2010 年 9 月下旬頃を予定しております。
＜キャンペーンの詳細に関して＞
オンキヨーホームページ内 http://www.jp.onkyo.com/pc/
＜キャンペーンに関するお問い合わせ先＞
ONKYO DIRECT (TEL: 0570-001900)
② 【DE713 販売開始記念キャンペーン】
2010 年 5 月 24 日（月）～2010 年 7 月 31 日（土）までの間に、オンキヨーダイレクト
専用モデル「DE713」をご注文いただいた方全員に販売開始記念キャンペーンとして、
HD 高品質音楽配信サイト「e-onkyo music」で使用できる 3 曲無料ダウンロードクー
ポンを、プレゼントいたします。
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DE713 主な BTO 可能項目一覧
カテゴリ
CPU

品名
®

インテル Core

TM

価格（税 込）
標準

i3- 530 プロセッサー

+\5,000

インテル® CoreTM i3-540 プロセッサー
®

ターボ・ブースト・テクノロジー対応 インテル Core
システムメモリー

TM

+\15,000

i5-650 プロセッサー

標準

2GB（2GB×1） PC3-10 600 DDR3 SDRAM
4GB（2GB×2）

*2

+\10,000

PC3-10 600 DDR3 SDRAM デュアルチャ ネル対応

ハードディスク

320GB （Serial ATA 3Gb/s, 7,20 0rpm）

標準

ドライブ

500GB （Serial ATA 3Gb/s, 7,20 0rpm）

+\3,000

1TB （Serial AT A 3Gb/s, 5,400 rpm）

+\9,000

1.5TB （Serial ATA 3Gb/s, 5,40 0rpm）

+\12,000

2TB （Serial AT A 3Gb/s, 5,400 rpm）

+\18,000

オプティカル

DVDスーパー・マルチドライブ (DVD±R DL（2層 ）書込対応)

ドライブ

ブルーレイディスクドライブ（Blu- ray Disc 書込対応 ）

テレビ

-

チューナー

地上デジタル・BSデジタル・110度 CSデジタルテレビチューナー (2番組 同時録画/ダビング10対応)

オフィス

-

アプリケーション

標準
+\16,000
標準
+\20,000
標準

®

Microsoft Office Personal 2010

+\20,000

Microsoft ® Office Home and Business 2010

+\30,000
+\50,000

®

Microsoft Office Professional 2010

DE713

最小構 成価格（税込）

\99,800

＊1 付属のOS選択 起動ディスクを使用することで変更で きます。
＊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。

DTS,Inc.について
DTS,Inc.（ナスダックコード: DTSI）は、高品位なエンタテインメントを提供するデジタル音声技術の会社です。国内外の主要 AV メーカーのマル
チチャンネル・サラウンド・プロセッサーには、ほぼ全て DTS 音声デコーダーが搭載されており、DTS の技術を使用した家庭用 AV 製品は、世
界で約 1 億台を超えています。その技術は、ホームシアター、カーオーディオ、PC、ゲーム機などの AV 関連のハードウェアと、DVD ビデオ、
Blu-ray Disc、サラウンド音楽ディスクなどのソフトウェアに採用されています。
Blu-ray Disc 規格においては必須音声フォーマットの位置づけであり、すべての Blu-ray Disc 再生機器に DTS デコーダーが搭載されています。
DTS は 1993 年設立、カリフォルニア州カラバサスに本社を設け、ライセンス活動の拠点をアイルランドのリマリックに置き、北カリフォルニア、
ワシントン、カナダ、中国、フランス、香港、日本、韓国、台湾、英国にも支社を持っています。
米国サイト： http://www.dts.com
日本サイト： http://www.dtsjapan.co.jp

商標について

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。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。iPod、iTunes は Apple Inc.の商標です。DTS and the DTS Symbol
are registered trademarks & DTS PREMIUM SUITE and the DTS Premium Suite logo are trademarks of DTS, Inc.

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。
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E713A9B・E713A9 製品仕様
製品名
OS
CPU
コア数 /ス レッ ド数
動作 周波数
3次キャッシュ
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
オプティ カルドラ イブ

ディスプレイ

内蔵 ディスプレ イ

グラ フィックシ ステム
ビデオメモ リー
テレビチ ューナー
録画 データサイ ズ/時 間
サウ ンドシステム
LAN
無線LAN
Webカ メラ
スピーカー
マイク
iPod Dock
メモリーカ ードスロット
インター
フェース

左側 面
右側 面
背面

ACアダ プター
消費電 力
本体寸 法
質量
付属品

付属アプリ
ケーション

キーボード
マウス
そ の他
統合 ビジネスソ フト
音楽 視聴編 集ソフト
BD ・D VDビデオ 再生ソフト
オ ーサリングソフト
デジタル放 送視聴・録画ソフ ト

音楽 視聴・管理 ソフト
BD ・D VD・CD作成 ソフト
W ebカメラ 操作ソフト
はが き・住所 録作成 ソフト
交通 情報検 索ソフト
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
日本 語入力 システム
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
有害サイ トフィルタリングソ フト

総合 セキュリ ティ対 策ソフト

E713A9B
E713A9
W indow s® 7 Home Premium 64ビッ ト版 (W indow s® 7 H om e Premium 32ビット 版 *1)
®
TM
ターボ・ブースト ・テクノロジー対応イ ンテル Core i5-650 プロセッ サー
コア数 2 / スレ ッド数 4
3.20GHz (ターボ・ブースト利 用時は 最大 3.46GHz)
4M B
インテル ® H55 Ex press チッ プセット
PC3-10600/1333MH z D DR3 SD RAM 204pin SO-DIMM (デュアルチャネ ル対 応）
4GB (2GB× 2) *2
8GB (4GB× 2) *2
2スロット (2ス ロッ ト使用 )
1TB (Serial A TA 3Gb/s，5,400rpm)
ブルーレイ ディスクドラ イブ [Blu-ray Dis c 書込対 応]
[BD-RE (DL)] 読込最 大4倍速/書込 最大2倍速 , [BD-R (D L)] 読 込最大 4倍 速/書込最 大4倍速
[B D-ROM] 読 込最大 6倍速 , [D VD-R D L] 読込 最大8倍速 /書 込最大 4倍 速
[DVD +R D L] 読込最 大8倍速/書 込最大4倍 速 , [DVD -R W] 読 込最大 8倍 速/書込最 大6倍速
[D VD+RW ] 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 +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24倍速 /書 込最大 10倍速
[CD-R] 読込最大 24倍 速/書込最 大24倍 速 , [CD-ROM] 読 込最大 24倍 速
23型 ワ イドTFTカラ ー液 晶 (光沢 パネ ル)
最 大1,920×1,080ドット (フル ハイビジョン対応 /約1,677万色 )
イ ンテ ル ® H D グ ラフィ ックス (CPU内蔵 )
最大 1760MB (シス テムメモリ ーより 割り当 て)
地 上デジタル ・BSデジ タル・110度 CSデジタルテレビチューナ ー (2番 組同時録 画/ダビング10対応 )
ハ イビジョンテレビ放 送 （約24Mbps，約 12.5GB/時間 ) / 標準テレ ビ放送 （約11Mbps，約5.0GB/時間）
D TS Prem ium Suite TM 対応 Realtek ALC5501 オーディ オコーデック (HD Audio準拠 /5.1ch出 力対応 )
Atheros AR8131 ギガビット イーサ ネット コント ローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
通信速度 最 大300M bps，IEEE 802.11 b/g/n準 拠
130万 画素 CM OSセンサー搭載 Webカメラ
内蔵ステ レオ スピーカー (定格 出力 5W ＋5W)
内 蔵モノラル マイク
スライ ド式 iPod Dock (PC電 源オ フ時再生 /充 電機能 対応)
メモリ ース ティッ ク/メモ リースティ ック PR O/SDメ モリーカード/SDHCメモリ ーカード/
SDXCメモリーカード/M MC 共用 スロット
USB2.0ポート× 3，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，IEEE1394端 子(4ピン)× 1
B -CASカードスロッ ト×1
U SB 2.0ポート× 3，eSA TAポート× 1，デジタル ディスプレ イ入 力端子 (HD MI TypeA，H DCP対 応)×1，LAN ポート ×1，
地 上デジタル アンテナ端子(F型)×1，BS・110度 CSデジタル アンテナ 端子(F型)×1，
ライ ン入 力/リアス ピーカ ー出力兼用 端子(ステレオ 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，セ ンタースピーカー/サブウ ーファ ー出 力端子 (ステ レオ ミニジャッ ク)×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
入力 AC100～240V ，50/60Hz ： 出力 DC19.5V，11.8A
最 大時 約145W ，標 準時 約75W，省電力時 4W未 満
587(幅) × 480(高さ) × 183～ 345(奥 行き ) mm (突起 物は含 まず/スタンド含 む)
約 10.1k g
USB ワ イヤ レス 日本語フ ルサイ ズキーボード
U SB スクロール機 能付 ワ イヤレス光学 式マウ ス
ACアダ プター，テレ ビリ モコン，テ レビリモ コン用 電池，キーボード用 電池，マウ ス用電 池，
B-CASカード，OS選択 起動ディ スク，各種マニ ュアル，他
‐
M icrosoft ® Office Pers onal 2010
Windows Media® Player 12
®
WinDVD BD for ONKYO
®
D VD MovieW riter 7
StationTV ®
iTunes 9
®
Roxio Creator LJB
YouCam 3
筆 まめVer.20 ベ ーシ ック
乗換案内 VER.5
®
®
Windows Internet Explorer 8
JW ord プラグ イ ン
Yahoo!ツールバー
ebi.B ookR eader
Adobe ® R eader ® 9
ATOK 2010 for Windows (60日間 無償試 用版)
W indows Live TM M es senger
W indow s Live TM W riter
W indows Live TM ムービー メーカ ー
Windows Live TM フォト ギャラリ ー
Window s LiveTM メール
i-フィルター ® 5.0 (90日 間お 試し版 )
マカ フィー・PCセ キュリティ センター 90日 期間限 定版

*1 付属のOS選択 起動ディスクを使用することで変更 できます。
*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。
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DE713 製品仕様
製品名
OS
CPU (選択)

DE713
Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (Windows® 7 Home Premium 32ビット版*1)
インテル® CoreTM i3-530 プロセッサー (コア数 2 / スレッド数 4，動作周波数 2.93GHz，3次キャッシュ 4MB)
インテル® CoreTM i3-540 プロセッサー (コア数 2 / スレッド数 4，動作周波数 3.06GHz，3次キャッシュ 4MB)
ターボ・ブースト・テクノロジー対応インテル® CoreTM i5-650 プロセッサー
(コア数 2 / スレッド数 4，動作周波数 3.20GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 3.46GHz)，3次キャッシュ 4MB)
チップセット
インテル® H55 Express チップセット
システムメモリー (選択)
PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応＊2）
容量
2GB (2GB×1) / 4GB (2GB×2)*3
最大
8GB (4GB×2)*3
メモリースロット
2スロット
ハードディスクドライブ (選択)
320GB / 500GB (Serial ATA 3Gb/s，7,200rpm) 1TB / 1.5TB/ 2TB (Serial ATA 3Gb/s，5,400rpm)
オプティカルドライブ (選択)
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8倍速/書込最大6倍速 , [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大6倍速
[DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速 , [DVD+RW] 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+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24倍速/書込最大24倍速 , [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 , [CD-ROM] 読込最大24倍速
ブルーレイディスクドライブ [Blu-ray Disc 書込対応]
[BD-RE (DL)] 読込最大4倍速/書込最大2倍速 , [BD-R (DL)] 読込最大4倍速/書込最大4倍速
[BD-ROM] 読込最大6倍速 , [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速 , [DVD+R DL] 読込最大8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8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24倍速/書込最大10倍速 , [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 , [CD-ROM] 読込最大24倍速
ディスプレイ 内蔵ディスプレイ
23型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル) 最大1,920×1,080ドット (フルハイビジョン対応/約1,677万色)
グラフィックシステム
インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵)
ビデオメモリー
システムメモリー 2GB (2GB×1) 選択時: 最大763MB , システムメモリー 4GB (2GB×2) 選択時: 最大1760MB
(共にシステムメモリーより割り当て)
テレビチューナー (オプション)
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ダビング10対応)
録画データサイズ/時間
ハイビジョンテレビ放送 （約24Mbps，約12.5GB/時間) / 標準テレビ放送 （約11Mbps，約5.0GB/時間）
付属品
テレビリモコン，テレビリモコン用電池，B-CASカード
サウンドシステム
DTS Premium SuiteTM 対応 Realtek ALC5501 オーディオコーデック (HD Audio準拠/5.1ch出力対応)
LAN
Atheros AR8131 ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN
通信速度 最大300Mbps，IEEE 802.11 b/g/n準拠
Webカメラ
130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
スピーカー
内蔵ステレオスピーカー (定格出力 5W＋5W)
マイク
内蔵モノラルマイク
iPod Dock
スライド式 iPod Dock (PC電源オフ時再生/充電機能対応)
メモリーカードスロット
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/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット
インター
左側面
USB2.0ポート×3，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，IEEE1394端子(4ピン)×1
フェース
右側面
B-CASカードスロット×1 (テレビチューナー選択時)
背面
USB2.0ポート×3，eSATAポート×1，デジタルディスプレイ入力端子(HDMI TypeA，HDCP対応)×1，LANポート×1，
地上デジタルアンテナ端子(F型)×1，BS・110度CSデジタルアンテナ端子(F型)×1，
ライン入力/リアスピーカー出力兼用端子(ステレオ 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，センタースピーカー/サブウーファー出力端子(ステレオ ミニジャック)×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
ACアダプター
入力 AC100～240V，50/60Hz ： 出力 DC19.5V，11.8A
消費電力
最大時 約145W，標準時 約75W，省電力時 4W未満
本体寸法
587(幅) × 480(高さ) × 183～345(奥行き) mm (突起物は含まず/スタンド含む)
質量
約10.1kg
付属品
キーボード
USB ワイヤレス日本語フルサイズキーボード
マウス
USB スクロール機能付 ワイヤレス光学式マウス
その他
ACアダプター，キーボード用電池，マウス用電池，OS選択起動ディスク，各種マニュアル，他
Officeアプリ 統合ビジネスソフト
Microsoft® Office Personal 2010
ケーション
Microsoft® Office Home and Business 2010
(オプション)
Microsoft® Office Professional 2010
付属アプリ 音楽視聴編集ソフト
Windows Media® Player 12
ケーション
DVDビデオ再生ソフト
WinDVD® for ONKYO (DVDスーパー・マルチドライブ選択時)
BD・DVDビデオ再生ソフト
WinDVD® BD for ONKYO (ブルーレイディスクドライブ選択時)
オーサリングソフト
DVD MovieWriter® 7 (ブルーレイディスクドライブ選択時)
デジタル放送視聴・録画ソフト
StationTV® (テレビチューナー選択時)
音楽視聴・管理ソフト
iTunes 9
BD・DVD・CD作成ソフト*4
Roxio Creator® LJB
Webカメラ操作ソフト
YouCam 3
はがき・住所録作成ソフト
筆まめVer.20 ベーシック
交通情報検索ソフト
乗換案内 VER.5
インターネット閲覧
Windows® Internet Explorer® 8
インターネット検索
JWord プラグイン
インターネット情報
Yahoo!ツールバー
電子図書閲覧ソフト
ebi.BookReader
PDF閲覧ソフト
Adobe® Reader® 9
日本語入力システム
ATOK 2010 for Windows (60日間無償試用版)
メッセンジャーソフト
Windows LiveTM Messenger
ブログ投稿ソフト
Windows LiveTM Writer
動画編集ソフト
Windows LiveTM ムービー メーカー
写真管理ソフト
Windows LiveTM フォト ギャラリー
メールソフト
Windows LiveTM メール
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)
総合セキュリティ対策ソフト
マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版
*1 付属のOS選択起動ディスクを使用することで変更できます。
*2 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。
*3 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。
*4 BD作成はブルーレイディスクドライブ選択時のみ。

