
13.3” NOTEBOOK PC
R5A-55 series

R5A-55C5S8P

R5A-55C5S7P

OS

Windows 7 Professional 
64ビット / 32ビット　
セレクタブルＯＳ 正規版

Service Pack 1 (SP1) 適用済み

Windows 8.1Pro Update
64ビット正規版

CPU

LEDバックライト搭載
13.3型ワイド
アンチグレア
（非光沢）液晶
1,920×1,080ドット

液晶ディスプレイ グラフィックシステム

インテル HD
グラフィックス
4400

システムメモリー

8GB
DDR3L 1600
（8GB×1）

無線通信機能

IEEE802.11
ac/a/b/g/n
準拠

Bluetooth
4.0＋HS

記憶媒体

256GB
SSD
（MLC）
Serial ATA
6Gb/s

バッテリー動作時間

約6.1 時間
（JEITA2.0 測定法）
約13.4 時間

（JEITA1.0 測定法）

約 6.4 時間
（JEITA2.0 測定法）
約13.3 時間

（JEITA1.0 測定法）

第4世代
インテル Core
i5-4210U
プロセッサー
2コア/4スレッド
1.70GHz

（最大2.70GHz）＊2

＊1 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。 ＊2 タッチパネルは搭載しておりません。 ※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

記憶媒体ごと暗号化する「BitLocker＊」や、別の PCから安全に
このPC の前にいるかのような遠隔操作ができるリモート
デスクトップ　ホスト機能、ドメイン参加機能等が拡充されます。

1,920×1,080
ドット

フルHD

精細で広大な画面表示エリアが得られる1,920×1,080
ドットフルHD 液晶ディスプレイ。画面への映りこみに
よる眼の疲労を軽減するアンチグレア（非光沢）仕様です。

13.3型フルHDディスプレイ

筐体の全面にアルミニウム合金を採用することで
質感と堅牢性を追求。洗練されたスリムな佇まいが、
あなたのこだわりのスペースに美しく溶け込みます。

全面アルミ

合金ボディ
上質素材のスリムなフォルム

起動時 /再起動時はもちろん、あらゆる操作シーンで
劇的な俊敏性が体感できる256GB SSD（SATA 6Gb/s）、
8GBメインメモリーを標準搭載しました。

R5A-55C5S7P オープン価格＊1R5A-55C5S8P オープン価格＊1

IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 5GHz/2.4GHz 帯
対応ワイヤレス LAN、Bluetooth 4.0 HS、
ワイヤレスディスプレイ送信機能＊を内蔵。

Word / Excel /PowerPoint 互換のベストセラー
オフィスソフト（永続版）を
内蔵。閲覧・作成・編集や
互換拡張子でのファイル
保存ができます。

少なく抑えられた冷却ファンの動作頻度でも
実感する高度な電力管理技術や、グラフィック
性能が進化した超低電圧版インテル   Core i5
プロセッサーを搭載。
パワフルな高速動作と長時間
バッテリー駆動を両立して
います。

＊Miracast（ミラキャスト）：
　R5A-55C5S8P に内蔵
　インテルWiDi（ワイダイ）：
　R5A-55C5S7Pに内蔵
　別途それぞれの受信アダプターを
　ご用意ください。

スマートフォンからiOS 版 /
Android版も無料利用できる
マルチライセンスカード付属。

256GB SSD / 8GBメインメモリー プロフェッショナルOS仕様

Windows 8.1 Pro Update（64bit）仕様

“Update”になってキーボードやマウスでの
操作性が向上したWindows 8.1。起動画面の
出荷時設定も使い慣れた
「デスクトップ画面」です。

OSが軽快なためSSD内
に占めるOSのデータ量が
より抑えられています。

Windows 7 Professional
（64bit /32bit セレクタブル）仕様

ご利用中のビジネスソフトやクラウドサービスなど
との親和性に定評のWindows 7 Professional 仕様。

企業内システムの設定に合わせ64bit と 32bitが
選択・切替できる「セレクタブルOS」です。
（出荷時設定は64bit）

デスクトップ画面 64
ビット ビット

32
セレクタブル

洗練された素材とフォルム、そして俊敏性。
これからのメインノート 

Miracast

WiDi

＊R5A-55C5S8P のみ



〒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 12月現在のものです。

2014.12 R5A-55 series_2

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

R5A-55C5S8P R5A-55C5S7P型番 R5A-55C5S8P R5A-55C5S7P型番

［右側面］ ［左側面］

第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー
コア数 2 / スレッド数 4 （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応）コア数/スレッド数
1.70GHz （ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大2.70GHz）動作周波数
インテル® スマート・キャッシュ 3MB （3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）
AMI BIOS

PC3-12800/1600MHz DDR3L SDRAM 204pin SO-DIMM
8GB （8GB×1）＊3

1スロットメモリースロット
標準・最大

最大1792MB （システムメモリーより割り当て）＊9ビデオメモリー

256GB（Serial ATA 6Gb/s、MLC）
空き容量

13.3 型 ワイド TFTカラー液晶 （アンチグレアパネル / LEDバックライト搭載）＊7内蔵ディスプレイ
最大1,920×1,080ドット （約1,677万色）

 1,024×768ドット/1,152×864ドット/1,280×768ドット/1,280×960ドット/外部ディスプレイ

1,280×1,024ドット /1,360×768ドット /1,366×768ドット /接続時＊8

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 4400

Realtek ALC282 オーディオコーデック （HD Audio 準拠 )

Realtek RTL8111G-CG ギガビット イーサネット コントローラー 
 （10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）

－

インテル ® AC7260（ IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠＊10）

Bluetooth® 4.0+HS＊13
ワイヤレスディスプレイ送信機能

Windows 8.1 Pro Update 
Windows® 7 Professional 

Cドライブ 約200GB （出荷時） Cドライブ 約179GB （出荷時）

ミラキャスト対応＊11 インテル ® WiDi 対応＊12

64ビット / 32ビット セレクタブルOS 
64ビット 正規版 正規版　Service Pack 1 （SP1） 適用済み＊1

（Windows Defender） Microsoft Security Essentials

約6.1時間/約13.4時間 約6.4 時間 /約 13.3 時間

省電力時1W未満 省電力時1W未満
最大時 約40W、標準時 約15W、 最大時 約35W、標準時 約15W、

N区分 0.075（AA） N区分 0.074（AA）

4580327281888 4580327281871

タッチパッド
日本語キーボード （19mmピッチ、2mmストローク）

100万画素 CMOSセンサー搭載
内蔵ステレオスピーカー
内蔵モノラルマイク

USB2.0 ポート×1、左側面
ヘッドホン出力 /モノラルマイク入力端子（CTIA準拠 4極 ミニジャック）×1＊18＊19

LANポート×1、デジタルディスプレイ出力端子＊20（HDMI TypeA）×1、右側面
USB3.0 ポート×1

リチウムイオンバッテリー （7.4V、6,300mAh）

電源OFF時 約3.7時間 / 電源ON時 約5時間
動作時間（JEITA2.0/1.0＊22）
充電時間

入力 AC100～ 240V±10％、50/60Hz ： 出力 DC19V、2.1A

326（幅） × 10.4 ～18.2（高さ） ×217（奥行き） mm （突起物は含まず）
約1.44ｋg 

周囲温度 5～35℃ / 周囲湿度 20～80% （ただし結露しないこと）

ACアダプター、KINGSOFT Office ライセンスカード、

KINGSOFT Office 2013 マルチライセンス対応・フォント同梱版＊26統合ビジネスソフト
Windows Media® Player 12

Windows® Internet Explorer® 11
音楽視聴編集ソフト
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

総合セキュリティ対策ソフト

SDメモリーカード /SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット＊14＊15＊16＊17

取扱説明書、保証書、ほか

■R5A-55series　仕様一覧

DC入力端子

USB2.0ポート
ヘッドホン出力/モノラルマイク入力端子
（CTIA準拠4極ミニジャック）ステレオスピーカー（右） LANポートUSB3.0ポート

SD/SDHC/MMC
メモリーカードスロット

HDMI出力端子
（HDMI TypeA） リセットスイッチ ステレオスピーカー（左）

■R5A-55series　側面寸法図 ■キーボードレイアウト

10.4mm

（4mm）

18.2mm

本体寸法 ： 326（幅）× 10.4 ～18.2（高さ）×217（奥行き） mm（突起物は含まず）
本体質量 ： 約1.44kg

■R5A-55series　インターフェース

＊1 出荷時設定は64ビットです。 ＊2 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。 ＊3 メモリーの増設はできません。 ＊4 インテル ® ラピッド・スタート・テクノロジーに対応しています。 ＊5 リカバリー用のデータはソリッドステート
ドライブに保存されています。 ＊6 ソリッドステートドライブ容量は、Cドライブのみの単一パーティションで構成されています。 ＊7 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。) ＊8 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 接続する外部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。 ＊9ビデオメモリーの最大容量は、Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT) によりシステムメモリーの総量、オペレーティングシステムによって要求される必要最低限の領域を動的にシステムメモリー内に確保します。 ＊10 IEEE802.11 a、ac（5GHz 帯）の利用には、
5GHz 帯に対応するワイヤレス LAN親器が必要になります。5GHz 帯の一部の周波数による通信は、電波法令により屋内のみに限定されております。また、異なる規格の通信を同時におこなうことはできません。 ＊11 本機能はOSがサポートしています。ミラキャストの使用には、市販の受信アダプ
ター及びアダプターに対応したディスプレイを別途ご用意いただく必要があります。 ＊12 WiDi の使用には、市販の受信アダプター及びアダプターに対応したディスプレイを別途ご用意いただく必要があります。 ＊13 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。 規格による通信速度は最大3Mbps（理論値）です。 実際の通信速度は接続対象機器、障害物や使用環境により異なります。 ＊14 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。 ＊15 SD I/O 及び著作権保護機能には対応していま
せん。 ＊16 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ＊17 SDXCタイプのSDカードは使用できません。 ＊18 オーディオジャックのピンアサインはCTIA 準拠です。OMTP準拠のヘッドセットは使用できません。 ＊19 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。 ＊20 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。 ＊21 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。 ＊22 JEITA バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。/JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定。（ 実際の動作時間は使用状況により異なります。）  ＊23「最大時」 は電源定格出力より算出した
理論上の最大消費電力、「標準時」 は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。 ＊24 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。 ＊25 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。 ＊26 使用開始には、付属の「KINGSOFT Office ライセンスカード」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。

●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」「Slimbook」の商標、ONKYOのロゴは、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、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及びWindows ロゴ、Windows Media、Internet Explorer、Excel、PowerPoint、BitLocker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。 ●®マーク、TMマークを省略することがあります。 ●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。 ●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。 ●寸法図等の製品イラストは参考です。
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システムメモリー＊2
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バッテリー＊21

ＡＣアダプター 
消費電力＊23

エネルギー消費効率（省エネルギー基準達成率）＊24＊25

本体寸法
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