
CPU バッテリー動作時間システムメモリー 記憶媒体 ディスプレイOS

2GB
（DDR3-1333）

Windows® 7
Professional

32 ビット 正規版
Service Pack 1

（SP1） 適用済み

32GB SSD
TW2B-

A31B7PH

静電容量式
マルチタッチ対応
10.1 型IPS ワイド

輝き液晶
（1,280×800ドット）

本体寸法 / 質量

271（幅）×
183（高さ）×

15.5（厚さ）mm
（突起物は含まず）

/ 約875g

AMD® Z01

優れた Windows®の操作性と HD 動画描写

Windows® 7 Professional 標準搭載

デスク使用時に便利なドッキングステーションを

オプションでご用意。有線LANポートや標準サイズ

のHDMIコネクターを装備、本体の充電も可能です。

記録・報告はビジュアルで

デスク使用を快適にするオプション

優れたセキュリティ性能を持ちドメイン参加が可能なWindows® 7 

Professionalを標準搭載。多彩なWindows® 対応周辺機器や

Windows® ソフトウェア資産が直感的なマルチタッチ操作ですぐ

に活用いただけます。

■親指を使ってタッチパッドのように操作できる「光学指ナビゲーション」

■IEEE802.11 b/g/n 準拠ワイヤレス LAN、Bluetooth® Ver.3.0 ＋ HS

■データのやりとりに便利な USB2.0 ポート、miniHDMI コネクター

■衝撃に強い SSD（ソリッドステートドライブ）を記憶媒体に採用

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。

スムーズタッチ＆鮮やか動画

ビジネス向けOS

標準搭載

※ACアダプターは付属しておりません。TW２B-A３１B７PHの
ACアダプターをご使用ください。

前面Webカメラに加え、背面にも130万画素デジ

タルカメラを内蔵。撮影データは10.1型大画面で

すぐに確認でき、メール添付や資料貼付の作業効

率がアップ、業務報告書やレポートのビジュアル

化に活躍します。

約5.5 時間

スムーズなタッチ操作や滑らかなHD動画を再現する「RadeonTM

HD 6250」GPU（グラフィックス・プロセッシング・ユニット）と複数ソ

フトの同時処理がスピーディなデュアルコアCPUを統合した省電力

APU：AMD® Z01を採用。視野角の広い1,280×800ドットIPS方式ワ

イド液晶ディスプレイで文字も映像も鮮やかです。



■TW2B-A31B7PH 仕様一覧
モデル TW2B-A31B7PH モデル TW2B-A31B7PH

■ 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/

TEL.03-3548-1571
■ 営業時間／ 9：00 ～ 17：45 ( 土・日・祝日及び指定休業日を除く )

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。

2012.04 TW2B-A31B7PH オンキヨーがお勧めするWindows® 7.

【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。

＊1 「eBookJapan」の有料サービスです。 本製品には約10 種類の立ち読みコンテンツをプリインストールしています。 詳細は eBookJapan/ オンキヨー書店（http://www.ebookjapan.jp/ebj/?dealerid=30036）をご参照ください。 ＊2 ソリッドステートドライブにあらかじめ格納されております。 ご使用
になる場合はインストール作業をおこなってください。 ＊3 ご利用期間は60 日間となっております。期間終了後はご継続（有償契約）のお手続きをおすすめいたします。 ＊4 Windows Live® アプリケーションを使用するには、Windows Live® アカウントへのサインインが必要となります。 ※ 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。

＊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 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。＊4 リカバリー用のデータはリカバリーディスクキットに保存されてい
ます。ソリッドステートドライブから起動できなくなった場合は付属のリカバリーディスクキットを使用しリカバリーしてください。リカバリーをおこなうには別途 USB ハブ（セルフパワー）、外付けオプティカルドライブ（DVD）と外付けUSBキーボードが必要となります。＊5 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。） ＊6 ディ
ザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。＊7  規格による通信速度は最大 150Mbps（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。＊8 規格による通信速度は最大 24Mbps（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。 ＊9 タッチ操作は指で行ってください。＊10 横画面表示、縦画面表示を自動的に切り替えます。 ＊11 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。＊12 SD I/O 及び著作権保護機能には対応していません。＊13 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。＊14 内蔵されているバッテリーパックは消耗品です。バッテリーパック交換は、オンキヨー P C カスタマーセンターにて有料で承ります。＊15 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。＊16 「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。

＊1 本製品には AC アダプターは付属しておりません。TW2B-A31B7PH の AC アダプターをご使用ください。

■ドッキングステーション PDS2B-A31B01（別売りオプション）仕様一覧

■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。●SLATEPLAZAの名称、ロゴはオンキヨー株式会社の商標または登録商標です。●AMD、AMD Arrow ロゴ、Radeon は、Advanced Micro Device,Inc. の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、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。

コア数 / スレッド数
動作周波数
キャッシュメモリー

CPU

OS

システムメモリー＊1

標準 / 最大
ソリッドステートドライブ＊1＊3＊4

空き容量
ディスプレイ 内蔵ディスプレイ

グラフィックシステム
サウンドシステム

チップセット
PC3-10600 /1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM

Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版

AMD® Z01
コア数 2  / スレッド数 2

1.00GHz
512KB（2次キャッシュ）

2GB（2GB×1）＊2 

32GB
Cドライブ 約17GB（出荷時）

タッチパネル付 10.1型 ワイド TFT カラー液晶 （IPS 方式 / 光沢パネル / LED バックライト搭載）＊5

最大 1,280×800ドット （約26万色＊6）
AMD RadeonTM HD6250 （CPUに内蔵）

Realtek ALC269 オーディオコーデック （HD Audio 準拠）

通信速度 最大150Mbps、IEEE802.11 b/g/n 準拠＊7

なし

Bluetooth® Ver.3.0+HS＊8

AMD® AM50 FCH

タッチパネル （マルチタッチ対応静電容量式＊9）ポインティングデバイス
Webカメラ 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ（前面 / 背面）

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＊10

SDメモリーカード/SDHCメモリーカード 共用スロット＊11＊12

ヘッドホン端子（ステレオ ミニジャック）×1、USB2.0 ポート×1
デジタルディスプレイ出力端子＊13（miniHDMIコネクター）×1 

リチウムイオンポリマーバッテリー＊14 （7.4V、 4,200mAh）
約 5.5 時間

電源OFF時 約3.0時間 / 電源ON時 約3.0時間
入力 AC100～240V±10%、50/60Hz ： 出力 DC12V、1.5A

最大時 約15W、標準時 約15W、省電力時 1W未満
271（幅） × 183（高さ） × 15.5（厚さ）mm （突起物は含まず）

約875g
周囲温度 5 ～ 35℃ / 周囲湿度 20 ～ 80% （ただし結露しないこと）

マイク
スピーカー

センサー
メモリーカードスロット
インターフェース 右側面

左側面
バッテリー

動作時間＊15

充電時間
AC アダプター
消費電力＊16

本体寸法
質量
動作環境
付属品

なし （ソフトウェアキーボード）キーボード

AC アダプター、各種マニュアル、リカバリーディスクキット＊4、他

音楽視聴編集ソフト Windows Media® Player 12

Microsoft® Touch Pack for Windows® 7

YouCam 3Web カメラ操作ソフト

Windows® タッチ対応ソフト集 Adobe® Reader® X

Windows® Internet Explorer® 9 i -フィルター ® 6.0 （90日間お試し版） 

PDF 閲覧ソフト

有害サイトフィルタリングソフトインターネット閲覧

マカフィー・PC セキュリティセンター 60 日期間限定版＊3総合セキュリティ対策ソフトJWord プラグイン

乗換案内 VER.5

Adobe® Flash® Player 10.1

インターネット検索

プラグインソフト

交通情報検索ソフト

BookLive!Reader for ONKYO

Yahoo!ツールバーインターネット情報

電子図書閲覧ソフト

ATOK 2011 for Windows（60 日無償試用版）＊2＊3日本語入力システム

メッセンジャーソフト Windows Live® Messenger＊4

Windows Live® Writer＊4ブログ投稿ソフト

Windows Live® ムービーメーカー＊4動画編集ソフト

Windows Live® Mesh＊4

Windows Live® メール＊4

Windows Live® フォト ギャラリー＊4

ファイル同期・リモート制御

写真管理ソフト

メールソフト

対応製品

AC アダプター＊1

本体寸法
質量

インターフェース
TW2B-A31B7PH

USB 2.0 ポート×1
入力AC100 ～ 240V±10％、50/60Hz：出力 DC12V、1.5A
158（幅）×46（高さ）×98（奥行き）mm（突起物は含まず）

約305g

ドッキング・コネクタ
HDMI コネクター×1、LAN（10BASE-T/100BASE-TX) ポート×1、

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

モデル PDS2B-A31B01

前面
背面

● J-Moss グリーンマーク
資源有効利用促進法により規格された、電気・電子機器の
特定化学物質の含有表示を規定するJIS規格C0950 におい
て、基準を満たすことを示す J-Moss グリーンマークに対応
しています。

● 古紙使用の包装材
本カタログに掲載の PC 本体の包装材は、古紙の段ボールを使用しています。

● RoHS 指令
電気電子機器に含まれる特定化学物質（水銀、鉛、カドミウム、六価クロム、
PBB、PBDE の 6 物質）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に対
応しています。

● マニュアル電子化
マニュアルの一部を電子化し、紙資源の節約を実現しています。

環境に配慮した製品づくりを推進しています

オンキヨーが提供するスレート端末の製品紹介や、各ソフトウェア会社様の
アプリケーションの紹介、スレート端末の導入事例、スレート端末に対応す
る周辺機器の紹介を掲載。スレート端末をより効果的に利用できる方法を
提供するウェブサイトです。

http://www.slateplaza.onkyo.com/

LAN
無線 LAN
Bluetooth®

●PC リサイクル
PC リサイクルマークがついたパソコンは、家庭 / 個人からの
排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引き取ります。

URL　http://www.jp.onkyo.com/pc/recycle/index3.html　

オンキヨースレートプラザ

ebi.BookReader＊1

動作環境

USB 2.0 ポート×1、マイク端子×1、ヘッドホン端子×1

マニュアル、保証書付属品

側面

■TW2B-A31B7PH 付属アプリケーション一覧

Service Pack 1 （SP1）適用済み


