製品を快適にお使いいただくために、
インターネットとお電話での万
全のサポート体制をご用意。
お困りの場合も安心です。

平日 10:00〜19:00・土日祝祭日 10:00〜18:00

jp.kohjinsha.com

サポート窓口

横 浜 発・工 人 舎 の「 も の づ くり 」

サポート体制

CT0909PM02

※ 製品のデザイン・色などは改善等により予告なく変更する場合があります。

お買い求めは当店へ

ご使用の際は、
商品に添付の
「ユーザーズガイド」
の
「使用上の注意事項」
をよくお読みの上、
正しくお使いください。
水、
湿気、
油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、
故障、
感電などの原因となることがあります。

万一故障した場合にサポート窓口にお電話を頂ければ、
ご希望の時

1年間無償修理 間に製品を取りに伺い、修理完了後お届けします。

安 心・快 適 を お 届 け す る サ ー ビ スと 、万 全 の サ ポ ー ト 体 制

400g
32GB
SSD

高い互換性！
2007形式も使える！

PowerPoint

Excel

Word

Mi c ro so f t

C 光プロダクション／潮出版社
話題の電子書籍を読むことが可能。

ebi.BookReader
Version 3J

データ放送、EPG、
マルチ放送、字幕放送対応の
ワンセグ・チューナーソフト。

StationMobile® 5

DDR2-533 オンボード
512MB
512MB
Intel® US15Wチップセット内蔵（GMA 500）
＊6
抵抗膜方式タッチパネル付 4.8型ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト採用）
、
解像度（標準表示）1,024 600ドット
（解像度切り替えボタン/Hotキーにて 640 480、
1,024 768ドット＊7表示へ一発切り替え可能）
解像度（最大）1,920 1,080 ドット＊8＊9
内蔵LCD表示時、約1,619万色＊10
（標準1,024 600ドット表示時）
（メインメモリより自動的に割り当て）
最大125MB＊11
56キー 日本語キーボード
（かな表示無し）
光学式ポインティングデバイス 2（キーボード手前、
ディスプレイ左）、
タッチパネル
32GB＊5＊12SSD（オンボード）
＊13
®
無線LAN IEEE802.11 b/g準拠 、Bluetooth Ver.2.0+EDR＊14
RFボタン
（無線機能オン・オフ スイッチ）
付
Realtek® High Deﬁnition Audio
内蔵モノラルスピーカ
130万画素
ワンセグ対応テレビチューナー
＊15＊16＊17＊18＊19
（録画、字幕表示、EPG表示、
データ放送対応）
、
収納式アンテナ

Microsoft® Windows® XP Home Edition
（Service Pack 3）正規版
Intel® Atom™ プロセッサー Z520
（1.33 GHz）
®
Intel システム・コントローラー・ハブ US15W チップセット

主なアプリケーション

左側面
電源
標準バッテリ
駆動時間
充電時間
消費電力
エネルギー消費効率＊23
（省エネルギー基準達成率）＊24
使用環境条件
外形寸法
質量
主な付属品

正面
右側面

キーボード面

外部インターフェース
ディスプレイ面

周囲温度5〜35℃／周囲湿度20〜80%（ただし結露しないこと）
約161mm
（W） 約111mm（D） 約10〜26mm
（H）
（突起部含まず）
約400g（標準バッテリ装着時）
クッションPCケース、ストラップ、専用VGA変換ケーブル、スタイラスペン（本体底面左側に収納）、
標準バッテリ＊21、ACアダプタ、電源コード、ユーザーズガイド、保証書、他
StationMobile® 5、
マカフィー®・PCセキュリティセンター 90日間限定版＊25＊26、
i-フィルター 5.0 30日間お試し版＊27＊28、IVT BlueSoleil™ for KOHJINSHA、
ebi.BookReader Version 3J、Adobe® Reader® 9、EIOffice2009

2007年度基準 l区分 0.0003（AAA）

光学式ポインティングデバイス、方向ボタン
（↑/↓/←/→）
、ENTERボタン、
Ctrlボタン、Shiftボタン、
解像度切り替えボタン、
ウェブカメラ、
マウスボタン
（左/中/右）、
スクロールボタン、
スピーカ
電源スイッチ、RFスイッチ
（無線機能オン・オフ スイッチ）、
光学式ポインティングデバイス、
マウスボタン
（左/右）
＊20
microSDスロット
（SDHC対応）
専用アナログCRTポート
（専用VGA変換ケーブル（標準添付）にて
アナログRGBミニD-Sub15ピンに接続可能）ヘッドホン端子、USB2.0ポート、電源端子
テレビアンテナ
（内蔵、収納式）、
スタイラスペン、
ストラップホール
ACアダプタ
（入力 100〜240V 10％、50/60Hz）
＊21
リチウムイオンバッテリ
（7.4V、2600mAh）
約7.5時間＊1＊2＊3
約3.5時間＊22
最大時 約24W、通常時 約6W

＊1 動作時間は使用環境、使用状態などにより記載時間と異なる場合があります。＊2 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間です。＊3 ウェブカメラ、無線LAN、Bluetoothの各電源オフの状態での測定値です。＊4 LCDを閉じた状態における上部からの静荷重です。本数値は弊社参考試験値であり、保証値ではありません。また、こ
れらの場合における修理対応は有償となりますのであらかじめご了承ください。＊5 リカバリ用のデータは内蔵ストレージに保存されており、リカバリデータ領域に約3GB使用されてます。＊6 液晶ディスプレイは特性上、画素欠けや異常点灯（赤・青・緑色）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。＊7 プレビューモード表示（擬似表示）のため、標準表示（1,024 600）状態よりも輪郭がぼやけて表示されます。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。＊8 外部ディスプレイ表示時には、接続機器の仕様によります。＊9 外部ディスプレイに表示出力する際には専用VGA変換ケーブル（標準添付）を使用する
必要があります。＊10 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現してます。＊11 Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）によりメインメモリの総量、オペレーティング・システムによって自動的に最適な容量をメインメモリより割り当てられます。＊12 1MBを1,000,000バイト、1GBを10億バイトで計算した場合の
数値です。Windowsでは、1MBを1,048,576バイト、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており実際の容量より少なく表示されます。＊13 規格による通信速度は最大54Mbps（理論値）です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。＊14 規格による通信速度は最大3Mbps（理論
値）です。接続対象機器、電波環境、障害物、設置環境、などによって通信速度に影響する場合があります。＊15 ワンセグ放送専用のテレビチューナーです。ワンセグ放送のサービスおよび放送エリアにつきましては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（http://www.dpa.or.jp）でご確認ください。＊16 放送エリア内であっても、
周囲環境、設置場所、電波の状況などによって受信ができない場合があります。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。 ＊17 視聴・録画・再生には、専用のアプリケーション「StationMobile 5」をご使用ください。 ＊18 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコン、DVDメディア、外付けハード
ディスクなどにバックアップ（一時的にデータを退避）することは可能です。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き容量が必要ですのでご注意ください。＊19 ワンセグ放送は規格上、映像がスムーズに表示されない場合があります（320 240ドット、15fps）。＊20 SDHC規格に対応しております。microSDメモリーカード
の著作権保護機能には対応しておりません。＊21 バッテリパックは消耗品です。＊22 本体の電源がOFFの状態での値です。電源がONの場合にはパソコンの状態により、充電時間が長くなります。＊23 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。＊24 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。＊25 製品購入状態ではマカフィー・PCセキュリティセンターはインストールされておりません。ご利用になる場合には、手順に従いイン
ストール作業を行う必要があります。＊26 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、90日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。＊27 製品購入状態ではi-フィルター5.0はインストールされておりません。ご利用になる場合には、手順に従いイン
ストール作業を行う必要があります。＊28 本ソフトウェアは期間限定版となりますので、30日間無料で更新サービスをご利用いただけますが、無料の更新サービス期間終了後は有料で更新サービスを延長することができます。※ 本紙に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

サウンド機能
スピーカ
カメラ
テレビ機能

外部ディスプレイ
表示色数
ビデオRAM
キーボード
ポインティングデバイス
ストレージ
無線機能

OS
プロセッサー
チップセット
メインメモリ
標準
最大
表示機能
内蔵LCD

製品仕様書 PA3KX32SA

●主な特徴：Microsoft® Windows® XP Home Edition（Service Pack 3）正規版、タッチパネル付 回転式4.8型ワイドディスプレイ、ポケットサイズ（B6サイズ）、約400gの極小・軽量ボディ、長時間バッテリー駆動（約7.5時間）＊1＊2＊3、ファン
レス静音ゼロスピンドル（SSD搭載）、microSDスロット/USB2.0ポート搭載で簡単データ交換、外出先でも手軽にワンセグ視聴（録画、データ放送に対応）、100キロ耐荷重＊4、内蔵ストレージの特殊領域から工場出荷状態に素早くリカバリ＊5

PAシリーズ

Software

Intel® Atom™
processor Z520

原寸サイズ

100kg
耐荷重

7.5時間

一発画面
拡大

約

駆動時間

ワンセグ
内蔵

●ポケットサイズのコンパクトボディー
（最薄部約10mm）
●タッチパネル付4.8型ワイド液晶採用
●microSDスロット／USB2.0ポート搭載で簡単データ交換
●ディスプレイを反転可能なスイーベル機構
Windows® XP Home Edition
●光学式デュアルポインター＋ディレクションボタン搭載
（Service Pack 3）
正規版
●パンタグラフ構造キーボード採用

1024 600
（1024 768対応）

タッチパネル付
4.8型ワイド

（標準バッテリ装着時）

軽量 約

回転式LCD搭載、
ポケットサイズPC登場！

