
2GB DDR3Lメインメモリー、記憶媒体に
32GBフラッシュメモリーを標準装備。
余裕の容量が快適なモバイル使用をアシ
ストします。

八角形の断面を持ち、直線エッジで構成
される、端正なオクタゴン・デザイン。
片手で持ちやすく、一般的なブレザーの
内ポケットに収まる最大サイズとして、
8型ワイド液晶画面を採用しています。

オクタゴン（八角形）・デザイン

TW08A-55Z8

外出先やベッドの上で、Windowsパソコンをつかう。
軽量・8型画面のWindowsタブレット

＊ 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。

OS

Windows 8.1
with Bing

（32ビット）正規版

Webカメラ

背面
500万画素
前面

200万画素

記憶媒体

32GB
フラッシュ
メモリー

無線通信機能システムメモリー

2GB
DDR3L

（オンボード）

グラフィックシステム

インテルHD
グラフィックス

CPU

インテル Atom
Z3735F
クアッドコア
最大1.83GHz

液晶ディスプレイ

10：16 広視野角
8型ワイド液晶
800×1,280ドット
10点マルチタッチ

TW08A-55Z8

IEEE802.11
a/b/g/n 準拠
Bluetooth
4.0+HS

オープン価格＊

セキュリティ性に優れるWindows PCを
スマートに持ち運ぶことができ、外出先や
ベッドの上で、使い慣れた操作で楽しめます。

使い慣れたWindows操作

電源スイッチで瞬時にパワーON/OFFが可能、
スタンバイ時にも断続的にバックグラウンド
通信＊をおこない、メールや予定表などを
最新状態にしておいてくれる「Instant Go」
機能を標準サポート。
＊通信はワイヤレス LAN接続環境において可能。

オートフォーカス機能付き5Mピクセル
解像度の背面側Webカメラは、ミーティング
ボードの記録や報告用映像等の撮影をはじ
め、各種コードのスキャニング＊まで幅広
く活躍します。

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。

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

5GHz/2.4GHz帯対応ワイヤレスLAN

また、さまざまなワイヤレス機器が直接
接続できるBluetooth4.0HSを搭載しま
した。

IEEE802.11a/b/g/n準拠の5GHz帯/
2.4GHz帯対応ワイヤレスLANを標準
採用。電波の混雑を避けた通信設定が
おこなえます。 a/b/g/n

＊別途Miracast 対応テレビアダプターをご用意ください。

Windowsタブレット

別売＊

Miracast 対応
テレビアダプター

＊別途コード解析アプリ等をインストールしてください。

デスクトップ画面時

ワイヤレスで、本機の表示画面をテレビや
外部ディスプレイに大きく映して楽しめる
Miracast（ミラキャスト）送信機能を標準
サポート。



〒107-0062　東京都港区南青山 3-1-7
青 山コンパルビル

営業部

■営業時間 /10:00～18:00（土日・祝日および指定休業日を除く）

03-6804-6415
このカタログの記載内容は2014年12月現在のものです。

■TW08A-55Z8　仕様一覧

2014.12 TW08A-55Z8_3

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

■TW08A-55Z8 インターフェース

□ACアダプター
□電源用USBケーブル
  （TypeAプラグ→micro-Bプラグ）
□USBプラグ変換ケーブル
  （OTGケーブル：TypeAソケット→micro-Bプラグ）
□KINGSOFT Office ライセンスカード
□取扱説明書
□保証書　ほか

■TW08A-55Z8 付属品

■TW08A-55Z8 本体寸法・本体質量

●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、ONKYO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、Atom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。 ● ®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。 ●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。 ●寸法図等の製品イラストは参考です。

＊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 メモリーの増設は出来ません。 ＊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72Mbps(理論値)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 IEEE802.11a（5GHｚ帯）の利用には、5GHｚ帯に対応するワイヤレスLAN親機が必要です。IEEE802.11aによる通信は電波法令により屋内のみの使用に
限定されています。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。 ＊7 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。 ＊8 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。 ＊9 タッチ操作は指でおこなってください。一部のスタイラスペンなどではタッチパネルが正常に反応しない場合があります。 ＊10 XYZ軸の3方向の加速度を測定するセンサーです。 ＊11 周囲の明るさを判別し、画面の明るさを自動的に調整します。 ＊12 SD 
I/O及び著作権保護機能には対応していません。 ＊13 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。 ＊14 SDXCタイプのmicroSDカードは使用できません。 ＊15 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。 
＊16 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。 ＊17 兼用端子のため、USBデバイス接続中は本機の充電をおこなうことはできません。 ＊18 HDCP非対応です。 ＊19 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。＊20 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。） ＊21 「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。 ＊22 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。 ＊23 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。 ＊24 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。

インテル® AtomTM Z3735FプロセッサーCPU
コア数4 / スレッド数4コア数/スレッド数

1.33GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応  最大1.83ＧＨｚ）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

DDR3L SDRAMオンボードシステムメモリー＊1

2GB＊2 標準/最大
32GB　フラッシュメモリーストレージデバイス＊1

約20.7GB（出荷時）空き容量

タッチパネル付 8 型 ワイドTFTカラー液晶（視野角 上下各85°/左右各８５°、LEDバックライト搭載）＊3ディスプレイ 内蔵ディスプレイ
800×1,280ドット （約1,677万色）

 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
通信速度 最大72Mbps、IEEE802.11a/b/g/n 準拠＊5＊6無線LAN

ミラキャスト対応＊7ワイヤレスディスプレイ送信機能

Windows 8.1 with Bing （32ビット） 正規版ＯＳ

Bluetooth® 4.0+HS＊8Bluetooth®

静電容量式タッチパネル（10点マルチタッチ対応）＊9ポインティングデバイス 
500万画素 CMOSセンサー搭載 （オートフォーカス機能付き）Ｗｅｂカメラ 外側

200万画素 CMOSセンサー搭載内側
内蔵モノラルスピーカースピーカー 

TW08A-55Z8型番 TW08A-55Z8型番

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＊15＊16、インター 上側面
DC入力端子 兼 USB2.0ポート（micro-B）×1＊17、フェース

デジタルディスプレイ出力端子＊18（microHDMI TypeD）×1

リチウムイオンポリマーバッテリー （3.7V、 4,000mAh）バッテリー＊19

約4.4時間/約10.9時間動作時間（JEITA2.0/1.0＊20）
電源OFF時 約4.2時間 / 電源ON時 約4.7時間充電時間

入力 AC100～240V±10％、50/60Hz ： 出力 DC5V、2.0AＡＣアダプター 
最大時 約15W、標準時 約5W、省電力時1W未満消費電力＊21

S区分 0.026（AAA）エネルギー消費効率（省エネルギー基準達成率）＊22＊23

215.3（高さ） × 125.5（幅）× 9.2（厚さ） mm （突起物は含まず）本体寸法
約410g 質量

周囲温度 5～35℃ / 周囲湿度 35～85% （ただし結露しないこと）動作環境

ACアダプター、電源用USBケーブル（TypeAプラグ→micro-Bプラグ）、付属品

KINGSOFT Office 2013 マルチライセンス対応・フォント同梱版＊24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
4580327281840JANコード

microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード  共用スロット＊12＊13＊14メモリーカードスロット 
3軸加速度センサー＊10 / 照度センサー＊11センサー

内蔵モノラルマイクマイク

USBプラグ変換ケーブル（OTGケーブル：TypeAソケット→micro-Bプラグ）、
KINGSOFT Office ライセンスカード、取扱説明書、保証書、ほか

［背面］

Webカメラ
(内側）

照度センサー
バッテリーLED

Webカメラ
（外側）［前面］

［上面］

［底面］

［左側面］ ［右側面］

モノラル
スピーカー

電源スイッチ

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）

DC入力端子 兼 microUSB2.0ポート（micro-B）※

microSD/
microSDHC
メモリーカード
スロット、
カードスロット
カバー

microHDMI 出力端子（HDMI TypeD）

内蔵モノラルマイク

Windowsボタン

音量ボタン

本体寸法 ： 215.3（高さ）×125.5（幅）×9.2（厚さ）mm
　　　　　（突起物は含まず）
本体質量 ： 約410ｇ

125.5mm

108mm

2
1
5
.3
m
m

1
7
2
.5
m
m

9.2mm

※兼用端子のため、USBデバイス接続中は
　本機の充電をおこなうことはできません。


