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多様なビジネスシーンに対応するオンキヨーのスレートパッド® 

AndroidTM 3.2 搭載モデル、企業向けに販売開始 
 

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」の新製品として、

オープンプラットフォーム AndroidTM 3.2 を搭載した「TA2C-A25T3H」を発表、企業向け専用モデルとして 12 月上旬より順次販

売を開始いたします。 

 

「TA2C-A25T3H」は、10.1 型ワイドディスプレイ(1,280×800 ドット)を搭載しながらも、薄さ 13.8mm、軽さ約 800g の薄型軽量ボデ

ィを実現した 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

ロセッサを採用、アプリケーションの操作や動画再生が快適に行えます。また、約 10 時間の長時間バッテリー駆動を実現し、

外出先でも安心して使用できます。 

 

端末本体には、対応ディスプレイやプロジェクター等に接続して会議やプレゼンテーションなどで活用することができる HDMI 出

力端子や、データのやり取りに便利な Micro-USB2.0 ポートを装備し、場所を問わずビジネスを快適にサポートします。また、

Web カメラを両面に搭載しており、記録用の撮影や資料作成に便利です。 

 

   なお「TA2C-A25T3H」には、iOS 版で変換スピードと認識精度において高い評価を得ている手書き文字認識システム「mazec」、

及び手書きデジタルノート「7notes」を採用した MetaMoJi 社の日本語入力システム「7notes with mazec for ONKYO」を搭載しま

した。AndroidTM プラットフォームを採用したタブレット製品では世界初のプリインストールとなります。（11 月 16 日現在） 

 

オンキヨーは、昨年 9 月に Windows® 7 を搭載した「スレート PC」を発表し、昨年末には AndroidTM ベースの「スレートパッド®」を

製品ラインアップに加え、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て参りました。さらに、本年 5 月にはスレート端

末に関する情報を集約した法人向け情報サイト「オンキヨースレートプラザ」（http://www.slateplaza.onkyo.com/）を開設するな

ど、スレート端末の有効的な活用方法を紹介するとともに、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。 

 

 
    
 
 
 

 
 
 

プレス機関お問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 AV 営業部 営業企画課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615 

お客様お問合せ先 オンキヨートレーディング株式会社 PC 法人営業部 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。 

プレス機関への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・山神・野田 TEL : 03-3571-5236 
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TA2C-A25T3H 主な特長 
  

AndroidTM 3.2 を搭載したスレートパッド® 
 

TA2C-A25T3Hは、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。

タブレット向けに最適化された AndroidTM 3.2 を搭載し、インターネットの閲覧はもちろん、対応

アプリケーションをより快適に活用することができます。また、NVIDIA® TegraTM 250 プロセッサ

を搭載し、アプリケーション操作や動画再生が快適に行える性能を持ち、さらに 10.1 型ワイド

ディスプレイ(1,280×800 ドット)を搭載しながらも薄さ 13.8mm、軽さ約 800g の薄型軽量ボディ

を実現。約 10 時間の長時間バッテリーで、外出先でも安心して使用することができます。 

 

 
   自由に使えるスタイル 

 

本体の傾きを感知して画面を自動で縦横回転表示する3軸加速度センサーを搭載。本体上部

のボタンでセンサーのオンオフを操作できます。また、角度を検出するジャイロセンサーや

GPS、電子コンパスも搭載しており、外出時もビジネスの効率アップをサポートします。さらに、

10.1 型ワイドディスプレイ(1,280×800 ドット)は 10 点マルチタッチ入力に対応。両手の指を使っ

て、より素早いキー入力やさまざまな操作が可能です。 

 
 
両面に Web カメラを装備 
 

前面には 200 万画素 CMOS センサー搭載 Web カメラを、背面には 500 万画素 CMOS センサ

ー搭載（オートフォーカス対応）Web カメラを装備。資料用画像の撮影や、記録用の撮影など、

必要なときにすぐ撮影が可能です。撮影したデータは、10.1 型ワイドディスプレイですぐに確認

でき、大型ディスプレイへ接続すればプレゼンテーションなどでも活躍します。 

 
 

   使いやすい日本語入力システム 
    

日本語入力システムには、AndroidTM プラットフォームを採用したタブレット製品では世界初の

プリインストールとなる MetaMoJi 社の「7notes with mazec for ONKYO」を採用。iPad/iPhone

で広く使われている手書きデジタルノート「7notes」の AndroidTM 版、及び高い変換スピードと認

識精度を実現した手書き文字認識システム「mazec」が組み込まれています。「mazec」はマッ

シュルームに対応、手書き日本語入力として独立して動作し、他のアプリケーションから使うこ

とができます。 

 
 
便利なインターフェース 
 

対応ディスプレイへの接続に便利な HDMI 出力端子（HDMI マイクロ TypeD コネクター）や、デ

ータのやり取りに便利な Micro-USB2.0 ポートを装備しており、あらゆるシーンで活用できます。

また、AC アダプターのプラグ部分は 90 度回転させることが可能で、コンセントの向きにあわせ

て差し込むことができます。 

 
 

   Android マーケット TM に対応 
 

仕事や学習、生活などさまざまな分野のアプリケーションのダウンロード（有料*/無料）が可能

な Android マーケット TM に対応。より便利にカスタマイズできます。 

* Android マーケット TM で有料アプリケーションをダウンロードするには、クレジットカードが必要です。 

    

 

   TA2C-A25T3H 主な仕様 

    

 

 

 

システム ストレージ

メモリー デバイ ス

TA2C-A25T3H Android
TM

 3.2

NVIDIA®

TegraTM 250

プロセッサ

1GB
16GB

フラ ッシュメモリー

10点マルチタッチ対応

10.1型ワイ ド輝き液晶

（1,280×800ドット）

IEEE802.11 b/g/n、

Bluetooth
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Ver.2.1+EDR

約800g

製品名 質量無線通信機能ディスプ レイプ ロ セッサプ ラ ットフォ ーム
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TA2C-A25T3H 製品仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商標について  SlatePad、スレートパッドの名称はオンキヨー株式会社の商標または登録商標です。Google、Google ロゴ、Gmail、Google トー

ク、Google 音声検索、Google マップ、Google Earth、Google 翻訳、YouTube、Android、Android マーケットは、Google Inc.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。 

製品名 TA2C-A25T3H

AndroidTM 3.2
NVIDIA® TegraTM 250 プロセッサ

コア数 2
動作周波数 1.0GHz

600MHz LPDDR2 SDRAM オンボード
標準/最大 1GB

ストレージデバイス 16GB フラッシュメモリー
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)

最大1,280×800ドット (262,144色)

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

通信速度 最大65Mbps，IEEE802.11 b/g/n 準拠

Bluetooth® Ver.2.1+EDR
なし（ソフトウェアキーボード）

静電容量式タッチパネル　(10点マルチタッチ対応)
前面 200万画素 CMOSセンサー搭載Webカメラ
背面 500万画素 CMOSセンサー搭載 (オートフォーカス対応)Webカメラ

内蔵ステレオスピーカー
内蔵モノラルマイク

3軸加速度センサー，照度センサー，ジャイロセンサー，GPS，電子コンパス
microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード 共用スロット

インターフェース 左側面 ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1，Micro-USB2.0ポート×1，
デジタルディスプレイ出力端子(HDMIマイクロ TypeDコネクター)×1

背面カバー内 メモリーカードスロット ×1

リチウムイオンバッテリー (7.4V, 3,600mAh)
動作時間* 約10時間
充電時間 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 DC19V，1.58A
最大時 約6W，標準時 約5W，省電力時 1W未満

264(幅) × 177(高さ) × 13.8(厚さ)mm (突起物は含まず)
約800g

ACアダプター，マニュアル，他
付属 音楽視聴 音楽
アプリケーション 音声録音 音声レコーダー

Webカメラ操作 カメラ
画像・動画ファイル管理 ギャラリー
電卓機能 電卓
インターネット閲覧 ブラウザ
インターネット検索 GoogleTM検索
時計表示 時計
音声入力検索 Google音声検索TM

メール送受信 メール
OS設定 設定
アドレス管理 連絡先
スケジュール管理 カレンダー

GmailTM送受信 GmailTM

チャット機能 GoogleトークTM

オンライン地図 モバイルGoogleマップTM

地球探索 Google EarthTM

YouTubeTM視聴 YouTubeTM

翻訳 Google翻訳TM

AndroidTMアプリ管理 Android マーケットTM

手書き対応日本語入力システム 7notes with mazec for ONKYO
* LCD輝度最低、無線LAN接続状態のWEB閲覧時の動作時間です。実際の動作時間は使用状況により異なります。

プラットフォーム
プロセッサ

システムメモリー

ディスプレイ

グラフィックシステム
サウンドシステム
無線LAN 

Bluetooth®

キーボード
ポインティングデバイス
Webカメラ

スピーカー
マイク
センサー
メモリーカードスロット

バッテリー

ACアダプター
消費電力
本体寸法
質量
付属品


