画面タッチで Windows 8.1 を直感的に操る 14 型ノートブック PC 発売
オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社は、タッチ液晶パネルの搭載で Windows 8.1 ならではの直感的操作がおこなえる
14 イ ンチ ノートブック PC「R6A-51E29」を発表、 本日よりオンキヨーPC の公式通販ショップ「 Onkyo Digital Solutions」
（http://onkyo-ds.com）にて、出荷開始日である 3 月 25 日発送分の先行予約販売を開始いたします。
「R6A-51E29」は、お手持ちの PC をダウンサイジングしたいが、小さい画面では見えにくさを感じる、という方にちょうどよい
14 インチ画面のスタイリッシュなノートブック PC です。10 点マルチタッチパネルを標準装備し、画面への直接タッチと、タイピング
しやすいアイソレーションキーボードを交えた直感的操作で Windows 8.1 がご使用いただけます。CPU には、複数のアプリケー
ションやインターネットなどを同時起動した時の高速並行動作性能に優れ、約 10.5 時間のバッテリー駆動も実現するインテル
クアッドコアプロセッサー（4 コア/4 スレッド）を搭載。記憶媒体には一眼レフカメラの高解像度写真や、話題のハイレゾ音源が
たっぷり収録できる、薄型 500GB ハードディスクを採用しました。Word / Excel / PowerPoint 互換オフィスソフトのベストセラー
KINGSOFT Office 2013（永続版）をプリインストールしていますので、文書作成や表計算はもちろん、Word / Excel / PowerPoint
ファイルの閲覧や編集、互換性がある拡張子での保存がすぐにおこなえます。
インテル クアッドコア（4 コア）CPU
複数のアプリケーションを同時起動
しているときの高速並行動作性能
に優れる 4 コア 4 スレッドタイプ。
。

製品名

R 6A 51E29

OS

液晶
デ ィスプ レイ

Windows 8.1
64 ビット
正規版

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）

※ 画像やイラストはイメージです。
※ 実際とは色味などが異なる場合があります。
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10 点同時感応マルチタッチパネル
タッチパネルを標準装備。画面スク
ロールや写真の拡大縮小も、画面
に直接触れて楽しく操作できます。

厚みを抑えたスタイリッシュデザイン
フレッシュなネイビーカラー（紺色）や
指紋が残りにくい樹脂ヘアライン仕
上げを採用、厚みも抑えました。
ボディ

CPU

グラ フ ィック
システ ム

インテル®
Celeron®
インテル® HD
プロセッサー
グラフィックス
N2920
4コア/4スレッド
1.86GHz

システ ム
メ モリー

無線通信機能

記憶媒体

オプ テ ィカル
ドラ イブ

バッテ リー
動作時間

4GB
DDR3L1066
(4GB×1）

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

7mm厚
500GB
HDD

なし

約10.5時間
（JEITA測定法）

〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-7 青山コンパルビル 4F
プレス機関お問合せ先
個人のお客様お問合せ先

事業開発課 福澤 由美子
公式通販ショップ

TEL : 03-6804-6292
TEL : 050-3786-3996

■ノートブック PC

R6A-51E29 製品概要

型番

R6A-51E29

カラー

ネイビー（紺色）、樹脂ヘアライン仕上げ

ブランド
メーカー希望
小売価格

オープン価格

出荷開始日

2014 年 3 月 25 日（火）

販売

オンキヨーPC のオンキヨーデジタルソリューションズ 公式通販ショップ
「Onkyo Digital Solutions」（http://onkyo-ds.com）限定で、
3 月 20 日（木）より予約販売を開始

販売価格

公式通販ショップ「Onkyo Digital Solutions」価格 63,000 円（消費税込）

お問合わせ先

公式通販ショップ「Onkyo Digital Solutions」（TEL：050-3786-3996）

URL

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

発表日時

2014 年 3 月 20 日（木） 13 時

■製品仕様
型番

R6A-51E29

OS

Windows 8.1 64 ビット 正規版
®

CPU
コア数/スレッド数
動作周波数
キャッシュメモリー
チップセット
BIOS
システムメモリー
標準/最大
メモリースロット
ハードディスクドライブ
空き容量

®

インテル Celeron プロセッサー N2920
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)
1.86GHz
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）
(CPUと一体)
Insyde BIOS
PC3-8500/1066MHz DDR3L SDRAM 204pin SO-DIMM
4GB (4GB×1)/4GB (4GB×1)
1スロット
500GB (Serial ATA 6Gb/s)
438GB (出荷時)

オプティカルドライブ
ディスプレイ 内蔵ディスプレイ
外部ディスプレイ
接続時
グラフィックシステム
ビデオメモリー
サウンドシステム
LAN
無線LAN

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）
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 / 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 /
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
Realtek ALC269 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
Realtek RTL8111F-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)
通信速度 最大150Mbps，IEEE802.11 b/g/n 準拠

Bluetooth®
キーボード

Bluetooth® Ver.4.0+HS
日本語キーボード (19mmピッチ，2mmストローク)

ポインティングデバイス
Webカメラ
スピーカー

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)
100万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
内蔵ステレオスピーカー

マイク
メモリーカードスロット
インター
左側面
フェイス
右側面
バッテリー

内蔵モノラルマイク
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット
USB3.0ポート×1，USB2.0ポート×1，デジタルディスプレイ出力端子(HDMI TypeAコネクター)×1，
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
LANポート×1，USB2.0ポート×1
リチウムイオンバッテリー (7.4V，6,000mAh)

動作時間
充電時間
ACアダプター
消費電力

約10.5時間
電源OFF時 約2.7時間 / 電源ON時 約3時間
入力 AC100～240V±10％，50/60Hz ： 出力 DC19V，2.1A
最大時 約25W，標準時 約10W，省電力時1W未満

エネルギー消費効率
（省エネルギー基準達成率）

N区分 0.08(AA)

本体寸法

342(幅) × 12.3 ～ 23.6(高さ) × 237(奥行き) mm (突起物は含まず)

質量
動作環境

約1.80kg
周囲温度 5～35℃ / 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと)

付属品
付属アプリ
ケーション

統合ビジネスソフト

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
KINGSOFT Office 2013

音楽視聴編集ソフト
インターネット閲覧

Windows Internet Explorer 11

PDF閲覧ソフト
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

JANコード

Windows Media ® Player 12
®

®

Adobe® Reader® XI
i-フィルター ® 6.0(90日間お試し版)
（Windows Defender）
4580327281765

消費税率は発表日現在のものです。
プレスリリースに掲載の内容は発表時のものであり、予告なく変更する場合があります。
商標について 「オンキヨー」「Onkyo」「Onkyo Digital Solutions」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。その他記載の社名、商品名、規格名、ロ
ゴはそれぞれ各社の商標または登録商標です。なお、本文中では®マーク、TM マークを省略することがあります。

March 2014

