
■省電力 LED バックライト搭載 14.0 型ワイド液晶ディスプレイ（1,366×768 ドット）

■本体側面に有線 LAN ポート（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 装備

■IEEE802.11 b/g/n 準拠ワイヤレス LAN

■USB2.0 ポート×3、HDMI 出力端子×1

オンキヨーがお勧めするWindows® 7.

※画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

薄く、軽く、長時間駆動

優れた高速処理性能と省電力を両立する超低電圧版 第2
世代インテル® CoreTM i7-2637Mプロセッサーを搭載。
耐衝撃や対振動、高速性に優れた128GBのSSD(ソリッ
ドステートドライブ)を採用することで休止状態からの
クイックスタートや約8.6時間＊

のバッテリー駆動を実現。
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DR6A-
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DR6A-
US31C7B

OS

Windows® 7
Home Premium
64 ビット 正規版
Service Pack 1

（SP1）適用済み

CPU

超低電圧版第2世代
インテル ® CoreTM

i7-2637M
プロセッサー 

1.70GHｚ
（ターボ・ブースト・

テクノロジー 2.0
利用時は

最大 2.80GHｚ）

システムメモリー

4GB
（DDR3-1333） 

記憶媒体

128GB SSD 

ディスプレイ

14.0 型ワイド
輝き液晶

（1,366×768ドット） 

本体寸法 / 質量

332（幅）×
15.8～19.3（高さ）×

228（奥行）mm
（突起物は含まず）

/ 約 1.69 ㎏ 

オフィスソフト

- 

Office
Home and
Business

2010 

プリインストールされたオンキヨー独自の音楽再生・管理ソ
フト「PureSpace MUSICTM」に搭載された「PDAP ®

（Ｐｕｒｅ ＤｉｒｅｃｔＡｕｄｉｏ　Ｐａｔｈ）テクノロジー」は、音
質劣化の要因となるサウンド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に伝送。メール着信
音なども完全にシャットアウトされた快適な音楽再生環境
を可能にしました。

ディープシルバーで統一したボディの天面には、美しいヘ
アラインを施したアルミ素材、底面にはマグネシウム合金
を使用。シャープなデザインと共に堅牢性を保った、薄さ
15.8mm（最薄部）～19.3mmの洗練されたボディです。

高速処理性能とロングバッテリーライフ

オンキヨーの独自技術で美しい音楽再生

高級感漂うシャープなデザイン

オンキヨーダイレクト
専用モデル

＊JEITA バッテリー動作時間測定法による動作時間。



オンキヨーがお勧めするWindows® 7.

※画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

大容量ハードディスク

優れた高速処理性能と省電力を両立する超低
電圧版 第2世代インテル® CoreTM i3-2367M
プロセッサーを搭載。大容量ハードディスク
を搭載しながらも約8.2時間＊のバッテリー
駆動を実現しています。
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OS

Windows® 7
Home Premium
64 ビット 正規版
Service Pack 1

（SP1）適用済み

CPU

超低電圧版
第 2 世代

インテル ® CoreTM

i3-2367M
プロセッサー

1.40GHｚ

システムメモリー

4GB
（DDR3-1333） 

記憶媒体

500GB HDD 

ディスプレイ

14.0 型ワイド
輝き液晶

（1,366×768ドット） 

本体寸法 / 質量

332（幅）×
15.8 ～19.3（高さ）×

228（奥行）mm
（突起物は含まず）

/ 約 1.69 ㎏ 

オフィスソフト

- 

Office
Home and
Business

2010 

「PureSpace MUS IC T M 」に搭 載 さ れ た
「PDAP ®（Ｐｕｒｅ ＤｉｒｅｃｔＡｕｄｉｏ　Ｐａｔｈ）
テクノロジー」は、音質劣化の要因となるサウ
ンド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に伝送。メール着信音
なども完全にシャットアウトされた快適な音楽
再生環境を可能にしました。

ディープシルバーで統一したボディの天面に
は、美しいヘアラインを施したアルミ素材、
底面にはマグネシウム合金を使用。シャープ
な デ ザ イ ン と 共 に 堅 牢 性 を 保 っ た 、 薄 さ
15.8mm（最薄部）～19.3mmの洗練された
ボディです。

高速処理性能と大容量ハードディスク オンキヨーの独自技術で美しい音楽再生 高級感漂うシャープなデザイン

商品を安全にお使いいただくために付属のマニュ
アル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。

安全に関するご注意

このカタログの記載内容は 2012 年 4 月現在のものです。

■ 製造元・販売元

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-3-12

http://www.jp.onkyo.com/ 【注意事項】（必ずお読みください。）●本機は Windows® OS による汎用的なパーソナルコンピューターです。本機の取扱いには Windows® パソコンの基本操作についての習熟が必要です。●本カタログに掲載
の各製品にインストールされている各種OSはOEM版であり、市販のパッケージ製品とは一部異なります。また、Windows®オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。
●著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクに録画することはできません。●外部記憶装置（ハードディスク、各種ディスクなど）ではフレーム落ちが生じる可能性があります。●CD-R
ディスク上では再生速度の関係上、正しく再生できない場合があります。●CD-R/RW メディアは他のパソコンでは読み取れない場合がございます。●市販のビデオCDやエンコード方式の異なるデータを含むビ
デオ CD の複製はできません。また音楽 CD の複製や業務用途のプリマスターディスクの作成もできません。●動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、
取扱説明書に記した環境設定やデフラグを必ず行ってください。

2012.04 DR6A-US/AS シリーズ

http://onkyodirect.jp/

詳細スペックは下記 URL からご確認ください。

個人のお客様

TEL 0570-001900（オンキヨーダイレクト）
法人のお客様

TEL 03-3548-1571（法人営業課）

オンキヨーダイレクト
専用モデル

■上記のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。
●ソフトウェアをご使用になる際、パソコン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。●カラー液晶ディスプレイは性質上表示ムラが見えるものがあります。また一部に非点灯、
常時点灯の画素がありますが、いずれも故障ではありません。予めご了承ください。●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、各種マニュアルに記載されております注意事項や禁止事項を予め
確認の上、必ずお守りください。●PureSpace の名称・ロゴ、PDAP、Slimbook、スリムブックの名称は、オンキヨー株式会社の商標または登録商標です。●Ultrabook、Intel、インテル、Intel ロゴ、
Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、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、Windows Media、
Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。●Copyright （C） 2007 Jorudan 
Co.,Ltd. All rights Reserved.●i- フィルターはデジタルアーツ株式会社の商標です。●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。●本製品の補修用性能部品の最低
保有期間は、製品発売日から 5 年 6 ヶ月です。●パソコンの導入にあたって配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、商品の価格に含まれておりません。●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。●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、又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。●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。●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。●表示画面はすべて架空のものです。●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。●画像はハメ込み合成です。

＊JEITA バッテリー動作時間測定法による動作時間。

■省電力 LED バックライト搭載 14.0 型ワイド液晶ディスプレイ（1,366×768 ドット）

■本体側面に有線 LAN ポート（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 装備

■IEEE802.11 b/g/n 準拠ワイヤレス LAN

■USB2.0 ポート×3、HDMI 出力端子×1


