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オンキヨー、タブレット端末市場に新モデルを投入
TM

スレートパッド

Android プラットフォームを採用した「SlatePad」2 モデルを発表
企業向けの導入を中心に販売開始
オンキヨーは、既存のノートブックのラインアップとは一線を画す個性的なモバイル製品「パーソナルモバイル」の新シリーズと
して、オープンプラットフォーム AndroidTM 2.2 をベースとした「TA シリーズ」を発表、企業向けの導入を中心に 12 月末より販売
を開始いたします。
「TA シリーズ」は、本体からキーボードを排し、タッチパネル式ディスプレイを搭載した AndroidTM ベースのタブレット端末
（SlatePad、以下スレートパッド）です。プロセッサには NVIDIA® TegraTM 250 プロセッサを搭載、高速な Web ブラウジングや高い
グラフィック性能を実現しました。また、タブレット端末では大画面となる 10.1 型ワイド液晶ディスプレイを搭載しながらも、薄さ
14.8mm・軽さ約 800g の薄型・軽量ボディを実現しました。
「TA シリーズ」は、予算や用途に合わせてお選びいただけるよう 2 モデルを用意、「TA117C3」には 16GB フラッシュメモリーを、
「TA117C1」は 8GB フラッシュメモリーをストレージデバイスとして搭載しました。また、端末本体には USB2.0 ポートや microSD
メモリーカードスロットを搭載、データのやりとりがスムーズに行えます。更に、HDMI 出力端子や USB2.0 ポートなど様々な端子
を装備した「TA シリーズ」専用のドッキングステーションも合わせて販売いたします。
尚「TA シリーズ」は、AndroidTM をベースとした様々な企業向けサービスやニーズに対応するため、一部のデバイスやアプリケ
ーションソフトウェアの作り込み、カスタマイズ等をパートナー企業やソフトウェアベンダーと協業し、企業からのご要望に十分
応えられる専用端末に作り上げて参ります。
オンキヨーは、2010 年 9 月に Windows® 7 Home Premium を搭載した「スレート PC」を発表、今後拡大が予想されるタブレット端
末市場にいち早く対応し、個人市場・法人市場を問わず市場の拡大を目指してまいりました。今回の製品発表により、当社は
Windows® OS ベースの「スレート PC」に加え、AndroidTM ベースの「スレートパッド」を新たに製品ラインアップに加えることができ
ました。当社は、当社のタブレット端末事業のコンセプトである『OPEN！（オープン）』の元、コンシューマーユースならびにビジ
ネスシーンにおけるタブレット端末市場の更なる拡大を目指して参ります。
プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 PC 営業部 マーケティング課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615
掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨートレーディング株式会社 開発営業部 TEL : 03-3548-1571
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。
プレス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 : 03-3571-5236
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TA シリーズ 主な特長
AndroidTM プラットフォームを採用したスレートパッド
TA シリーズは、本体からキーボードを排し、タッチパネル式ディスプレイを搭載したタブレ
ット端末（スレートパッド）です。プラットフォームには AndroidTM 2.2 を採用し、インターネット
の閲覧はもちろん、今後増え続けると予測される対応アプリケーションを楽しむことができ
ます。また、薄さ 14.8mm・軽さ約 800g の薄型・軽量ボディを実現しました。

高い処理性能とグラフィック性能を保有したデュアルコアプロセッサ
TA シリーズには、高い処理性能とグラフィック性能を保有したモバイル向けのデュアルコ
アプロセッサ：NVIDIA® TegraTM 250 プロセッサを搭載しました。高速な Web ブラウジング
や滑らかな動画再生を実現します。

マルチタッチ対応で直感的な操作が可能
静電容量式タッチパネルを採用した 10.1 型ワイド液晶ディスプレイ(1,024×600 ドット)を搭
載しました。2 本の指で操作するマルチタッチ機能に対応、ズームや回転など直感的な操
作が可能になりました。また、本体の傾きを感知して画面を回転して表示する 3 軸加速度
センサーや、周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを自動的に調節する照度セ
ンサーも搭載しています。

日本語入力アプリケーション「Simeji」
快適なテキスト入力が行える日本語入力システム「Simeji」をプリインストール。スムーズ
な日本語変換はもちろん、フリック入力にも対応しているため、便利でスピーディーなテキ
スト入力が可能になります。

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（IEEE802.11b/g/n 準拠）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
備えています。

■

USB2.0 ポートや microSD メモリーカードスロットを端末本体に搭載

TA シリーズ 主な仕様
製品名

プ ラットフォ ーム

TA117C3
Android

TM

2.2

TA117C1

プロセッサ
NVIDIA®
TM
Tegra 250
プロセッサ

システム
メモ リー

ストレージ
デバイス

1GB
(DDR2)

16GB
iNAND TM FLASH

512MB
(DDR2)

8GB
iNAND TM FLASH

ディスプレイ

無線通信機能

質量

タッチパネル対応
10.1 型ワイド
輝き液晶
（1,024×600ドット）

IEEE802.11
b/g/n、
Bluetooth ®
Ver.2.1+EDR

約800g

卓上使用時に便利な専用ドッキングステーション
卓上で使う際に便利な TA シリーズ専用のドッキングステーション（PDS117C01）も販売い
たします。端末の充電が可能なドッキング・コネクターや、USB2.0 ポート（2 ポート）、HDMI
出力端子、ヘッドホン端子など様々な端子を装備。既成品の Bluetooth®キーボードやマ
ウスを使用するときや、フォトフレームのように使用するときなど、スレートパッドの可能性
をさらに広げます。
製品名
発売日

PDS117C01
1 月下旬より順次
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TA シリーズ 製品仕様
製品名

TA117C3

TA117C1

プラットフォーム

Android

TM

2.2

NVIDIA® TegraTM 250 プロセッサ

プロセッサ

コア数 2

コア数

1.0GHz

動作周波数
システムメモリー

400MHz DDR2 SDRAM オンボード
1GB

512MB

ストレージデバイス

標準/最大

16GB iNAND TM FLASH

8GB iNAND TM FLASH

オプティカルドラ イブ
ディスプレイ
内蔵ディス プレイ

タッチパネル付 10.1型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル/LEDバックライト搭載)

なし
最大1,024×600ドット (約1,619万色)

グラフィックシ ステム
サウンドシステム

®

無線LAN

IEEE802.11 b/g/n 準拠

Bluetooth ®

Bluetooth ® Ver.2.1+EDR

キーボード

®

プロセッサ内蔵 ウルトラ・ロー・パワー（ULP) NVIDIA GeForce GPU
プロセッサ内蔵

なし（ソフトウェアキーボード）

ポインティングデバイス

静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)

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

マイク

内蔵モノラルマイク

センサー

3軸加速度センサー，照度センサー

メモリーカードスロット
インター
左側面
フェース
バッテリー

microSDメ モリーカード/microSDHCメモリーカード 共用スロット
USB 2.0 Type Aポート ×1，ミニUSB 2.0 Type Bポート ×1，ヘッドホン端子(ステレオ ミニジ ャック)×1
リチウムイオンバッテリー (7.4V, 3,650mAh)

動作時間
充電時間
ACアダプター

約6.5時間*1
電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約3時間
入力 AC100～240V±10%，50/60Hz ： 出力 DC12V，2A

消費電力

最大時 約10W，標準時 約5W，省電力時 1W未満

本体寸法

267(幅) × 173(高さ) × 14.8(厚さ)mm (突起物は含まず )

質量
付属品
付属アプリ
ケーション

約800g
ACアダプター，プラグ変換アダプター，USBケーブル(ミニUSB-USB)，各種マニュアル，他
音楽視聴ソフト

音楽（プラットフォ ーム標準搭載）

音声録音ソフト

音声レコーダー（プラットフォーム標準搭載）

Webカメラ操作ソフト
画像、動画ファイル管理ソフト
電卓ソフト

カメラ（プラットフォーム標準搭載）
ギャラリー（プラットフォーム標準搭載）
電卓（プラットフォ ーム標準搭載）

インターネット閲覧

ブラウザ（プラットフォーム標準搭載）

インターネット検索

検索（プラットフォ ーム標準搭載）

時計表示ソフト

時計（プラットフォ ーム標準搭載）

ファイルエクスプローラー

ES ファイルエクス プローラー 1.4.6

日本語入力システム
メールソフト

Simeji 4.2
メール（プラットフォーム 標準搭載）

TAシリーズ ド ッキングステー ション仕様
製品名
インター
フェース

PDS117C01
前面

ドッキング・コネクター

背面

HDMI出力端子 ×1，USB 2.0 Type Aポート ×2，ヘッドホン端子(ステレオ ミニジ ャック)×1

ACアダプター ＊2
本体寸法

入力 AC100～240V±10%，50/60Hz ： 出力 DC12V，2A
120(幅) × 43.2(高さ) × 70(奥行き)mm (突起物は含ま ず)

質量
付属品

約250g
マニュアル，保証書，他

*1 動画連続再生、LCD輝度最大、無線LAN/Bluetooth®をONにした状態での動作時間です。 実際の動作時間は使用状況により異なります。
*2 ドッキングステーションにACアダプターは付属しておりませ ん。端末本体のACアダプターをご使用ください。

商標について

「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。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。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。

