
広びろ画面で、やりたいこと直感操作。
タッチではじまるフレッシュスタイル

＊ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。　※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

オープン価格＊

OS バッテリー動作時間記憶媒体無線通信機能システムメモリーグラフィックシステムCPU液晶ディスプレイ

Windows 8.1
64ビット
正規版

インテル® HD
グラフィックス

4GB
DDR3L

IEEE802.11
b/g/n 準拠

Bluetooth® 4.0
＋HS

500GB
HDD

約10.5時間
（JEITA測定法）

10点マルチタッチ付き
LEDバックライト搭載
14.0 型ワイド液晶
（1,366×768ドット）

インテル® 

Celeron® プロセッサー
N2920

4コア/4スレッド
動作周波数1.86GHz

R6A-51E29

インテル
クアッドコア
CPU搭載

500GB
ハードディスク

仕様

記憶媒体は容量を重視し、ハードディスクを採用。
一眼レフカメラの高解像度写真や話題のハイレゾ
音源などの高純度データもたっぷり記録できます。

複数のアプリケーションやインターネットを同時起動して使用
するときの高速並行動作性能に優れる、インテル クアッドコア
プロセッサー（4コア/4スレッド）を搭載。進化した低消費電力
設計で、10時間を超えるバッテリー駆動にも貢献しています。

Of f iceソフト
内蔵

Word / Excel / PowerPoint互換のベストセラー
オフィスソフトKINGSOFT Of f ice 2013（永続版）
をインストール。Word / Excel / PowerPointの
閲覧や使い慣れた操作での作成・編集、互換性がある
拡張子でのファイル保存がおこなえます。

タップ

A4ペーパーの長辺よりも横幅が大きい14型タッチ画面でWindows 8.1を
直感的に操作。タップ＆スクロール、文字や画像の拡大が、思ったところに直接
触れるタッチ操作で軽快におこなえます。文字入力が必要なシーンでは、フル
サイズキーボードがスピーディで確実なタイピングをサポートします。

広びろ14型
タッチ画面で
直感的に操作

フルサイズ
キーボードで
スムーズ
タイピング

スクロール 拡大

キーピッチ19mmのフルサイズ
キーボード。すっきりしたアイソレー
ションキーなのでおしゃれネイル
でも打ちやすく、お掃除もラクラク。

使い慣れた以前のWindows
画面（デスクトップ画面）に
ワンタッチで切り替えて操作
することもできます。

色：ネイビー（紺色）

◎4コア/4スレッド （クアッドコア）2コア/2スレッド （デュアルコア）

R 6 A
型タッチノートパソコン14

動作
周波数
×
4

デスクトップ画面

指紋が残りにくい樹脂ヘアライン仕上げ。
厚みを抑えたネイビーカラーのスタイ
リッシュボディ。

動作
周波数
×
2



〒107-0062　東京都港区南青山 3-1-7
青 山コンパルビル

このカタログの記載内容は2014年 3月現在のものです。

■R6A-51E29　仕様一覧

2014.03 R6A-51E29

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくために付属の取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項を
よくお読みの上、ご使用ください。誤った使い方は、火災・感電の原因となることがあります。

http://onkyo-ds.com/fs/smile/c/company

［右側面］ ［左側面］

電源端子

USB2.0ポート USB2.0ポート

ヘッドホン出力端子/モノラルマイク入力端子
（OMTP準拠4極ミニジャック）

ケンジントンロックホール

LANポート USB3.0
ポート

SD/SDHC/MMC
メモリーカードスロット

デジタルディスプレイ
出力端子（HDMI TypeA） ステレオスピーカー（左）ステレオスピーカー（右）

●ソフトウェアをご使用になる際、本体以外の周辺機器が必要になる場合があります。予めご確認ください。 ●保証書は大切に保管し
てください。 ●取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社で
は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●本製品の設置・接続・使用に際しまして、取扱説明書に記載され
ております注意事項や禁止事項を予めご確認の上、必ずお守りください。 ●「オンキヨー」「Onkyo」の商標は、オンキヨー株式会社の
ライセンスに基づき使用しています。 ●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Celeron 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及びWindows ロゴ、Windows Media、Internet Explorer、
Excel、PowerPoint はマイクロソフト企業グループの商標です。 ●Bluetooth は米国Bluetooth SIG,Inc. の登録商標であり、オン
キヨーデジタルソリューションズはライセンスに基づき使用しています。 ●その他記載されている会社名、製品名、規格名は各社の商
標もしくは登録商標です。 ●搭載されているOS以外はサポートしておりません。 ●その他記載されている内容、仕様、価格は予告な
しに変更することがあります。最新情報はWeb上でご確認いただけます。 ●個人で使用する目的以外で、インターネットからダウン
ロードした音楽・音声ファイル、またはオーディオCDなどを著作権者および他の権利者の承諾を得ずに複製すること、有料・無料を
問わずに配布すること、インターネットにアップロードすることは著作権法および国際条約の規定により固く禁止されています。 ●本
製品を海外に輸出、持ち出し、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意くださ
い。 ●写真は全て本カタログ用に撮影したもので、印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。 ●製品写真は出荷時のものと異
なる場合があります。 ●製品写真の大きさは同比率ではありません。 ●表示画面はすべて架空のものです。 ●画像はハメ込み合成です。

インテル® Celeron® プロセッサー N2920CPU
コア数 4 / スレッド数 4 （インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーに対応）コア数/スレッド数

1.86GHz動作周波数
インテル® スマート・キャッシュ 2MB （2次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵）キャッシュメモリー

(CPUと一体)チップセット 
Insyde BIOSBIOS

PC3-8500/1066MHz DDR3L SDRAM 204pin SO-DIMMシステムメモリー＊1

4GB （4GB×1）標準
4GB （4GB×1）最大
1スロットメモリースロット

500GB （Serial ATA 6Gb/s）ハードディスクドライブ＊1＊2

438GB （出荷時）空き容量
―オプティカルドライブ

14.0型 ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト搭載 / 静電容量式10点マルチタッチパネル付き）＊3ディスプレイ 内蔵ディスプレイ
最大1,366×768ドット （約26万色）

 1,024×768ドット / 1,152×864ドット / 1,280×720ドット / 1,280×768ドット / 外部ディスプレイ
1,280×800ドット /1,280×960ドット / 1,280×1,024ドット / 1,360×768ドット /接続時＊4

 1,366×768ドット　/ 1,400×1,050ドット / 1,440×900ドット / 1,600×900ドット /
1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット (約1,677万色) 

インテル® HD グラフィックスグラフィックシステム
―ビデオメモリー

Realtek ALC269 オーディオコーデック （HD Audio準拠）サウンドシステム

Realtek RTL8111F-CG ギガビット イーサネット コントローラーLAN
（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）

通信速度 最大150Mbps、IEEE802.11 b/g/n 準拠＊5無線LAN
Bluetooth® Ver.4.0+HS＊6Bluetooth®

Windows 8.1 64 ビット 正規版ＯＳ

＊1 Windows上では1MB=10242byte、1GB=10243byte換算するため実容量より少なく表示されます。 ＊2 リカバリー用のデータはハードディスクドライブに保存されています。 ＊3 液晶ディスプレイは液晶の特性上ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり明るさにむらが出ることがありますが、故
障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99％以上です。 有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち表示可能なドット数の割合」です。) ＊4 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場
合があります。 ＊5 規格による理論上の最大通信速度は150Mbps(受信時)/150Mbps(送信時)です。 実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。 ＊6 Bluetooth Ver.4.0（Bluetooth low energy）とBluetooth Ver.3.0+HSおよび下位バージョン
に対応しています。 ＊7 タッチ操作は指で行ってください。スタイラスペンなどではタッチパネルが反応しません。 ＊8 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。 ＊9 SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。 ＊10 HDCP非対応のディスプレイと接続した場合は、著作権保護さ
れたコンテンツを再生または表示できません。 ＊11 オーディオジャックのピンアサインはOMTP準拠です。CTIA準拠のヘッドセットは使用できません。 ＊12 一般的に市販されているマイクの機能のみを持ったマイクロフォンは使用できません。 ＊13 本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。バッテリーパック
の交換は、オンキヨーPCカスタマーセンターにて有料で承ります。バッテリーパックは消耗品です。 ＊14 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間です。 実際の動作時間は使用状況により異なります。 ＊15 「最大時」 は出荷構成にて使用した際に想定される最大消費電力、「標準時」 はOSを起動させた状態で
の消費電力です。 ＊16 2011年度基準で表示しています。 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ＊17 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A：100%
以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上で示したものです。 ＊18 使用開始には、付属の「キングソフトオフィス シリアル番号カード」に記載されているシリアル番号の入力が必要です。 ※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合が
あります。

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×1、インター 左側面
デジタルディスプレイ出力端子＊10（HDMI TypeAコネクター）×1、フェース
ヘッドホン出力/モノラルマイク入力端子（4極 ミニジャック）×1＊11＊12

LANポート×1、USB2.0ポート×1右側面
リチウムイオンバッテリー （7.4V、6,000mAh）バッテリー＊13

約10.5時間動作時間＊14

電源OFF時 約5時間 / 電源ON時 約6時間充電時間
入力 AC100～240V±10％、50/60Hz ： 出力 DC19V、2.1AＡＣアダプター 

最大時 約25W、標準時 約10W、省電力時1W未満消費電力＊15

N区分 0.08（AA）エネルギー消費効率（省エネルギー基準達成率）＊16＊17

342（幅） × 12.3 ～ 23.6（高さ） × 237（奥行き） mm （突起物は含まず）本体寸法
約1.80kg 質量

周囲温度 5～35℃ / 周囲湿度 20～80% （ただし結露しないこと）動作環境
ACアダプター、各種取扱説明書、キングソフトオフィス シリアル番号カード、他付属品

KINGSOFT Office 2013＊18付属アプリ 統合ビジネスソフト
Windows Media® Player 12ケーション 音楽視聴編集ソフト

Windows® Internet Explorer® 11インターネット閲覧
Adobe® Reader® XIＰＤＦ閲覧ソフト

i-フィルター® 6.0 （90日間お試し版） 有害サイトフィルタリングソフト
（Windows Defender）総合セキュリティ対策ソフト
4580327281765JANコード

R6A-51E29型番 R6A-51E29型番
日本語キーボード （19mmピッチ、2mmストローク）キーボード 

タッチパッド/タッチパネル （静電容量式10点マルチタッチパネル＊7）ポインティングデバイス 
100万画素 CMOSセンサー搭載 WebカメラＷｅｂカメラ

内蔵ステレオスピーカースピーカー 
内蔵モノラルマイクマイク

SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット＊8＊9メモリーカードスロット 

■キーボードレイアウト

■R6A-51E29インターフェース


