


























■ 電波法/電気通信事業法に関するご注意
●改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した
場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。
●本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法
に基づく端末機器の技術適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク　　」が
本端末のシールに表示されております。

●本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準
適合証明などが無効になった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶
対に使用されないようにお願いいたします。

■ 電波干渉に関するご注意
●本製品の使用する周波数帯では電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、他の同種無線局、工場
の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力
無線局、アマチュア無線局などが運用されています。

●本製品の使用前には、近くに上記に該当する「他の無線局」が運用されていないことを確認してくださ
い。

●万が一、本製品と上記に該当する他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品
の使用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

■ 電波障害に関するご注意
●本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近接して使用さ
れると、受信障害を引き起こすことがあります。
●正しく取り扱っても、電波の状況によりラジオ、テレビの受信に影響を及ぼすことがあります。そのよう
な場合は、以下にご注意ください。
　本製品をラジオ、テレビから十分に離してください。
　使用するケーブルは付属のものを使用してください。



■ 日本国内専用
●本製品の使用は日本国内のみとなります。 海外では電源電圧等が異なりますのでご使用になれませ
ん。

■ 青少年によるネット上の有害サイトへのアクセス制限について
●インターネットのフィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを青少年に見せないようにす
るための技術です。フィルタリングは、100%万全ではありませんが、情報発信者の表現の自由を尊
重しつつ、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。本製品
では、有害情報へのアクセス制限機能を有するソフトウェアは提供しておりませんので、18歳未満の
青少年が利用される場合は、インターネットサービスプロバイダーなどなどの提供するフィルタリング
サービスをご利用ください。詳しくはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

■ 結露(露付き)に関して
●結露は本製品を傷めます。下記をよくお読みください。
●結露は以下の状況などでよく生じます。
　本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動した時。 
　暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなど冷風が直接あたる場所で使用した時。 
　夏季に、冷房のきいた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時。 
　湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用した時。 
　※結露が生じそうな場合は、本製品をすぐにご使用にならないでください。
●結露が生じた状態で本製品を使用すると、本体を傷めることがあります。本製品のAC電源アダプター
をご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと本製品が温まるので、2～3時間程度で水滴をとり
ます。または、コンセントに接続しておくと結露が生じにくくなります。

■ お手入れに関して
●本体の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。 
●汚れがひどい場合は、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げて
ください。ベンジンやシンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原
因となります。 

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。













セットアップ
Windows初期設定でアカウントを作成する必要があります。本説明書では「ロー
カルアカウント」を例に手順を説明します。アカウントはセットアップ完了後に
Microsoftアカウントに切り替えることができます。

電源を入れてしばらくすると「こんにちは」の画面が表示されます。内容を
確認して「次へ」を選択します。

①
「これは法的文書です」の画面が表示されるので内容を確認して「承諾する」
を選択します。

②
「接続する」の画面が表示された場合は、「この手順をスキップする」を選択
して次に進みます。

③
「すぐに使い始めることができます」の画面で、「簡単設定を使う」を選択し
ます。

④
「このPC用のアカウントの作成」と表示されるので、ユーザー名とパス
ワード（任意）を入力して「次へ」を選択します。

⑤

※

本製品の準備をしている画面が表示されるので電源を切らずにしばらくお
待ちください。準備が完了すると、Windows画面が表示されます。

セットアップ時に「Microsoftアカウント」を作成する場合は、インターネットに
接続されていることが必要です。

上の③「接続する」の画面で、Wi-Fi接続設定を実行してから、セットアップ
を進めます。接続の設定情報をご用意ください。

※「自分用にセットアップする」の画面で、すでにMicrosoftアカウントをお
持ちの方と、新規に作成する方で手順が異なりますのでご注意ください。

※ 表示される画面の指示に従って、入力・選択を進めます。



スタートボタンをクリックするとスタートメニューが表示されます。ここから、
アプリを開いたり、設定したり、電源を操作することができます。



クリックするとアイコン
の名称が表示されます。

タイル型でアプリ
が表示されます。

すべてのアプリをテ
キスト表示します。



スタート画面のタイル表示のアプ
リはクリックすると開くことがで
きます。

すべてのアプリは名前順で一覧が
表示されます。スライドさせて選択
します。下の方にあるアプリを選択
する場合は、頭文字をクリックする
と頭文字一覧画面が現れますので、
そこから頭文字を選択します。









Cortana（コルタナ）を利用する
タスクバーの「検索ボックス」をクリックするか、スタートメニュー「すべてのア
プリ」から「Cortana」を選択します。
※ご利用になる場合はMicrosoftアカウントでサインインしていることが必要です。

※Cortanaがオフの場合に「検索ボックス」
  をクリックすると、「WebとWindowsを
  検索」機能になります。

※最初はマイクのセットアップが始まります。

「次へ」で
進める

マイクアイ
コンを選ぶ

「何でも聞いてください」の枠内をクリッ
クするとキーボードが表示されます。こ
こに文字を入力します。

最初にCortanaの紹介が表示されるので
「次へ」をクリックして設定を進めます。
いくつかの情報を提供した後、使う準備
が完了します。

または「マイク」アイコンをタップして、
「聞き取り中...」の文字が表示されたら、マ
イクに向かって話しかけます。

検索結果が表示されますので、読みたい
記事をタップします。

①

②

③





タスクバーのこのアイコンをタップすると
クイックアクションが表示されます。

バッテリー節約

①
「バッテリー節約機能」をタップすると、節電効果が
オンになります。

②
タスクバーのこのアイコンをタップすると
バッテリーの残量が確認できます。③

電源とスリープの設定

75％

バッテリー節約
機能 75％











設定画面を開く
スタートメニューの「設定」をク
リックすると「設定画面」が表示さ
れます。各カテゴリーをクリック
して目的の設定項目に入っていき
ます。
また、画面中央の検索ボックスを
使って設定項目を探すこともでき
ます。

他に「設定画面」を開く方法は、アクションセンターの「すべての設定」をクリック
するか、キーボードで「Windowsキー」と「iキー」を押して開きます。

A

システム
ディスプレイ、 通知、アプリ、

電源
Bluetooth、プリンター、

マウス
Wi-Fi、機内モード、VPN 背景、ロック画面、色

音声認識、地域、日付 位置情報、カメラ Windows Update、回復ナレーター、拡大鏡、
ハイコントラスト

アカウント、同期の設定、
職場、家族

デバイス

プライバシー 更新とセキュリティ簡単操作時刻と言語

設定

ネットワークとインターネット

設定の検索

Windows の設定

個人用設定 アカウント

字



システム

◆ディスプレイ
ディスプレイのカスマイズを行ないます。テキストやアプリのサイズ変更、画面
の回転ロックや明るさのレベル調節などが設定できます。

◆アプリと機能
すべてのアプリを表示して、サイズを確認したりアンストールやドライブの移動
などができます。アプリ名を入力して検索することもできます。

◆バッテリー
現在のバッテリーレベルを確認したり、バッテリーの寿命を延ばす「バッテリー
節約機能」を設定します。

◆既定のアプリ
ブラウザーやメール、マップなどの各用途別の既定のアプリを設定します。

◆通知とアクション
アクションセンターのクイックアクションを設定したり、通知に関する表示の方
法を決めます。

◆電源とスリープ
画面オフとスリープまでの時間を設定します。また、スリープ中にネットワーク
接続を継続するかを決めることもできます。

◆ストレージ
ドライブの使用サイズを確認できます。ドライブをクリックすると、その領域が
何に使われているか詳細な情報が確認できます。また、アプリやドキュメント、音
楽、ビデオなどが保存される場所を変更することができます。



システム

◆オフラインマップ
地図をダウンロードすると、インターネットに接続していないときでも場所を検
索したり、ナビを利用できます。

◆バージョン情報
本製品のPC情報を一覧で表示して確認することができます。

◆マルチタスク
ウインドウを分割表示するスナップ機能を設定したり、仮想デスクトップの表示
に関する設定をします。

◆このPCへのプロジェクション
WindowsスマートフォンまたはPCからこの画面に出力し、キーボードやマウ
スなどのデバイスを使用します。

◆Webサイト用のアプリ
アプリをWebサイトに関連付けます。

◆タブレットモード
タブレットモードの切り替えや表示、サインイン時の動作などを設定します。



デバイス

◆プリンターとスキャナー
プリンターとスキャナーの追加を行ないます。

◆接続中のデバイス
デバイスの追加を行ないます。また、現在接続中のデバイスを一覧で表示します。

◆Bluetooth
Bluetoothデバイスの管理を行ないます。「オン」に設定することでアクティブに
なります。検索されたデバイスから「ペアリング」を実行します。

◆マウスとタッチパッド

マウスとタッチパッドに関する設定を決めます。

◆入力
タッチキーボードに関する設定を決めます。

◆自動再生
自動再生機能を使用するか決めます。また、ドライブやメディアごとに自動再生
の仕様を選択できます。

◆USB
USBデバイスへの接続に問題がある場合に通知するか選択します。



ネットワークとインターネット

◆Wi-Fi
Wi-Fiをオンにして、ご使用するネットワークを選択してパスワードを入力し接
続を完了します。

◆状態
ネットワークの状態を図で示します。

◆機内モード
すべてのワイヤレス通信を停止する場合は「オン」にします。また、Wi-Fiや
Bluetoothなどデバイスごとにオン/オフを設定することもできます。

◆データ使用状況
データ使用量を確認できます。「使用状況の詳細」をタップするとアプリ別の通信
料を確認することができます。

◆VPN
VPN接続を追加します。接続名やサーバー名などの情報を入力して設定します。

◆モバイルホットスポット
インターネット接続を他のデバイスと共有するオン/オフを設定します。

◆ダイヤルアップ
「新しい接続を設定する」をタップすると接続のセットアップのコントロールパ
ネルが開きます。

◆プロキシ
プロキシのセットアップを自動か手動で行う設定があります。



個人用設定

◆背景
背景の画像を変更できます。候補から選択するか、オリジナル画像を設定するこ
ともできます。また、画像の表示方法も選択することができます。

◆色
アクセントカラーを選択できます。背景画像から自動的にカラーを選ぶこともで
きます。また、スタート、タスクバー、アクションセンターに色をつけたり、透明に
することができます。

◆ロック画面
ロック画面の画像を変更できます。候補から選択するか、オリジナル画像を設定
することもできます。スライドショー再生にすることもできます。また、画面に状
態の詳細を表示するアプリを追加することもできます。

◆テーマ
テーマの設定をクリックすると、コンピューターの視覚効果と音を変更するコン
トロールパネルが開きます。

◆スタート
スタート画面に表示するアプリの設定を決めます。
◆タスクバー
タスクバーのロックや表示形式、ボタンのサイズなどの仕様を決めます。



アカウント

◆メール&アプリのアカウント
メールやカレンダーなどのアカウントを追加できます。

◆ユーザーの情報
お使いのアカウントを表示します。ローカルアカウントの場合は、Microsoftア
カウントのサインインに切り替えることができます。

◆サインインオプション
ロック画面を解除してサインインするためのオプション設定です。
○パスワード…お好みの半角英数字を入力します。
○PIN（暗証番号）…4桁の数字を入力してすばやくサインインします。
○ピクチャーパスワード…お気に入りの写真を使ってサインインします。

◆職場または学校にアクセスする
職場または学校の共有リソースにアクセスできます。

◆家族とその他のユーザー
Microsoftアカウントでサインインしていると、ここに家族を追加することがで
きます。家族メンバーには専用のサインインとデスクトップが割り当てられま
す。また、それ以外の新しいユーザーを追加することもできます。

◆設定の同期
テーマやブラウザーなどの設定の同期をオンにするか決めます。この機能は職場
アカウントまたはMicrosoftアカウントを使用している場合のみ利用できます。



時刻と言語

◆日付と時刻
現在の時刻とタイムゾーンが表示されていますので確認してください。
日付と時刻を変更する場合は、「時刻を自動的に設定する」をオフにした上で「変
更」をタップします。時刻を入力して「変更」ボタンをタップします。
日付や時刻の表示形式を変更することもできます。

◆地域と言語
国または地域は「日本」に選択されています。
言語を追加する場合は「言語を追加する」アイコンをタップして、各国の言語を選
択します。その言語で入力できるようにキーボードも追加されます。

◆音声認識
デバイスで音声認識に使う言語を選択します。また、アプリの規定の音声を変更
することができます。マイクに音声認識をセットアップします。



簡単操作

◆ナレーター
画面上のテキストやボタンをすべて読み上げる機能です。デフォルトではオフに
なっています。オンにすると音声や読み上げスピードなどを設定できます。

◆拡大鏡
オンにすると画面上の項目を拡大します。

◆ハイ コントラスト
テキストやリンクなどをハイコントラストなカラーリングでわかりやすくしま
す。4種類のテーマから選択することができます。

◆字幕

字幕のフォントや背景を詳細に設定することができます。

◆キーボード
スクリーンキーボードに関する詳細な設定を決定することができます。

◆マウス
ポインターのサイズや色を選択します。また、テンキーを使ってマウスを移動す
る機能を使うか決めます。

◆その他のオプション
通知を表示する長さやカーソルの太さ、サウンドの視覚的な通知など視覚オプ
ションを設定します。



プライバシー

◆全般
各種プライバシーオプションの変更を設定できます。各項目をオン/オフで設定
していきます。
◆位置情報
アプリで自分の位置情報を使うことを許可するか決めます。また、位置情報を使
うことを許可するアプリを個々に設定できます。

◆カメラ
アプリで自分のカメラを使うことを許可するか決めます。
◆マイク
アプリで自分のマイクを使うことを許可するか決めます。

◆通知
通知にアクセスできるアプリを選択します。

◆音声認識、手描き入力、入力の設定
音声や手書きの入力など「あなたに関する情報」を収集する設定がされています。
◆アカウント情報
アカウント情報にアプリがアクセスすることを許可するか決めます。

◆連絡先
連絡先にアクセスできるようにするアプリを選択します。
◆カレンダー
カレンダーにアプリがアクセスすることを許可するか決めます。



プライバシー

◆メッセージング
SMSなどのメッセージにアプリがアクセスすることを許可するか決めます。ま
た、アクセスできるようにするアプリを選択します。

◆無線
アプリが無線を制御することを許可するか決めます。また、アクセスできるよう
にするアプリを選択します。

◆他のデバイス
アプリが自動的に情報の共有や同期を行えるようにするかを決めます。

◆フィードバックと診断
フィードバックを求められる頻度を設定します。また、デバイスのデータを
Microsoftに送信する度合いを選択します。

◆通話履歴
アプリが通話履歴にアクセスすることを許可するか決めます。また、アクセスで
きるアプリを選択します。

◆メール
アプリがアクセスしてメール送信することを許可するか決めます。また、アクセ
スしてメール送信できるアプリを選択します。

◆バック グラウンド アプリ
使っていない時でも情報の受信や通知の送信を許可して、最新の状態を維持でき
るようにするアプリを個々に設定します。



更新とセキュリティ

◆Windows Update
お使いのデバイスの最新状態を確認できます。また、「更新プログラムのチェッ
ク」をクリックすると最新の更新プログラムを確認することができます。通常は
自動的にインストールされます。

◆Windows Defender
マルウェアを検出し、インストールされて実行されることを防ぐ「リアルタイム
保護」やより強固な保護のためにセキュリティ問題を送信する「クラウドベース
保護」などの設定がオンになっています。

◆バックアップ
ファイルを別のドライブにバックアップし、元のファイルが見つからない場合や
削除された場合に復元します。

◆回復
「このPCを初期状態に戻す」でWindowsを再インストールするか、「PCの起動
をカスタマイズする」を実行することができます。

◆ライセンス認証
本体のライセンス認証を確認する。「プロダクトキーを変更する」ことができます。

◆デバイスの検索
デバイスを紛失した場合に、最後に確認された位置を確認します。

◆開発者向け
開発目的でのみ使用できる設定を選択することができます。



コントロールパネル
コントロールパネルから各種の設定を
することもできます。開くときはス
タートメニューのアプリ一覧から
「Windowsシステムツール」→「コント
ロールパネル」をクリックします。
キーボードからは「Windowsボタン」
＋「Xキー」で開くメニューから、「コン
トロールパネル」をクリックします。

















カメラ

WB ISO

auto auto auto auto

+

0.0

タイマーや各種
設定ができま
す。

フォトアイコンを
クリックすると撮
影した画像をすぐ
に確認できます。

※デスクトップモードでは自由にサイズを変えられるウインドウとして開きます。

前面と背面のカメラの切り替え。
「＞」アイコンをクリックするとホワ
イトバランスや露出などを設定で
きるクイックメニューが開きます。

ビデオボタン

メニュー

写真ボタン









ディスプレイ 10.1インチIPS液晶モニター ・ LEDバックライト

画面解像度 800×1280

カメラ 前面カメラ ： 200万画素　背面カメラ ： 500万画素

マイク 内蔵マイク

センサー Gセンサー

再生可能メディア microSDメモリーカード ・ USBメモリ（最大32GB対応）

CPU インテル® Atom™ x5（Z8300) クアッドコア・プロセッサー 1.44GHz～1.84GHz

メモリ 2GB

GPU インテル® HD グラフィックス

ストレージ 32GB

OS Windows 10 Home Anniversary Update

電源 AC電源アダプター （AC100-240V～ 50/60Hz）
内蔵型リチウムポリマー充電池 （6500mAh/3.7V）

使用環境 温度 ： 0～40℃ ・ 湿度 ： 最大80% (結露なきこと)

内蔵型充電池
充電時間 ・
連続使用可能時間

充電時間 ： 約4.5時間 （電源オフ/AC電源アダプター充電）
連続使用可能時間 ： 最大 約4時間
※使用状況や環境により変化する場合があります。

消費電力 最大約 5.5W

無線LAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth® Bluetooth® 4.0

スピーカー 内蔵ステレオスピーカー 1W+1W

端子・スロット microUSB 2.0 端子 ・ USB 2.0 端子×2 ・ microHDMI出力端子 ・ 
3.5mmヘッドフォン出力端子 ・ microSDメモリーカードスロット

外形寸法 （W）約260 × （D）約9.8 × （H）約160mm （突起部除く）

質量 約568.4g

生産国 中国




































