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[VITRO]クアッドコア CPU 搭載タブレット PC
3 機種同時に発売開始!!
2013年12月20日（金）より
アキハバラe市場／e市場楽天支店にて取扱い開始

株式会社アユート（代表取締役社長 渡辺慎一、本社：東京都、以下アユート）は、
当社直販サイト「アキハバラ e 市場」、「アキハバラ e 市場楽天支店」にて、クアッドコア CPU 搭載タブレット PC
VITRO シリーズ [Virgo V9702] [V7901] [V71]の販売を開始します。
VITRO シリーズ タブレット PC は、クアッドコア CPU を搭載し軽快な動作を実現数と共に、高品質な TFT 液晶ディ
スプレイを搭載した Android タブレット PC です。高解像度 2048x1536 ピクセルに対応した 9.7 型ディスプレイを搭載し
た[Virgo V9702]、7.85 型の見やすいディスプレイサイズの[V7901]、コンパクトサイズの 7 型モデル[V71]の 3 タイプを
展開いたします。
2013 年 12 月 20 日(金)より当社直販サイト「アキハバラ e 市場(http://www.akiba-eshop.jp/）」、「アキハバラ e 市
場楽天支店（http://www.rakuten.co.jp/akiba-eshop/）にて販売を開始いたします。
また本製品は全国のユニットコムグループ各店（http://www.unitcom.co.jp/）でもお買い求めいただけます。
アユートは、今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において戦略的にカテゴリーの枠を超えた製品
投入を図ってまいります。
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製品名

製品型番

ＪＡＮコード

直販価格

Virgo V9702

V9702-2GD8G-B

4897048980045

V7901

V7901-1GD8G-BT

V71

V71-1GD16G-BT

各モデルの特徴
<Virgo V9702>
■Android OS 4.1
■All WinnerA31 クアッドコア 1.0GHz CPU 搭載
■9.7 型広視野角/高解像度ディスプレイ
（2048ｘ1536 ピクセル）
■Simeji/4K VideoPlayer/Tapnow など多彩な
アプリが標準インストール
■デュアルカメラ（30 万画素/200 万画素）装備
■MiniHDMI ポートを装備しテレビに画面出力可能
■MicroSD カードスロットでストレージ領域増設に対応
<V7901>
■Android OS 4.2
■Rockchip 3188 ( Cortex A9 Quad Core)
最大 1.4GHz CPU 搭載
■7.85 型（1024ｘ768）ディスプレイ搭載
■薄型軽量ボディ 厚み 6.9mm/重量約 300g）
■MiniHDMI ポートを装備しテレビに画面出力可能
■MicroSD カードスロットでストレージ領域増設に対応
<V71>
■Android OS 4.2
■Rockchip 3188 ( Cortex A9 Quad Core)
最大 1.4GHz CPU 搭載
■7 型（1280ｘ800）ディスプレイ搭載
■MiniHDMI ポートを装備しテレビに画面出力可能
■MicroSD カードスロットでストレージ領域増設に対応
各モデルの詳細スペックは以下の製品情報ページをご参照ください。
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製品スペック一覧
製品名

Virgo V9702

V71

V7901

製品型番

V9702-2GD8G-B

V71-1GD16G-BT

V7901-1GD8G-BT

JAN コード

4897048980045

4897048980106

4897048980076

OS

Android™ 4.1

Android™ 4.2

All WinnerA31&CortexA7

Rockchip 3188 & Cortex A9

Quad Core 1.0GHz

Quad-Core 最大 1.4GHz

2GB DDR3(オンボード)

1GB DDR3(オンボード)

CPU
メモリ
内蔵フラッシュメモリ
データ用：8GB

データ用：16GB

データ用：8GB

9.7 型ＴＦＴ液晶

7 型ＴＦＴ液晶

7.85 型ＴＦＴ液晶

マルチタッチディスプレイ

マルチタッチディスプレイ

マルチタッチディスプレイ

2048 x 1536 ドット

1280 x 800 ドット

1024 x 768 ドット

（※システム領域含む）

ディスプレイ

タッチ方式

静電容量式タッチパネル

センサー

3D G センサー
無線 LAN

IEEE802.11b/g/n 準拠

通信機能
Bluetooth

無し

Bluetooth V2.0

ＵＳＢ

Bluetooth 2.1

micro USB B タイプ x1
本体前面 (画素数 約 30 万画素) x1

Web カメラ
本体背面(画素数 約 200 万画素) x1
内蔵スピーカー(ステレオ）ｘ1

内蔵スピーカー(モノラル）ｘ1

ヘッドフォン出力

ヘッドフォン出力

(ミニジャック) ｘ1

(ミニジャック) ｘ1

インターフェ-ス
サウンド/映像

外部出力

mini HDMI x1

メディアスロット

microSD カードスロット x1(最大 32GB)
リチウムイオン

リチウムイオン

リチウムイオン

(9000mAh、3.7V)

(3000mAh、3.7V)

(3900mAh、3.7V)

バッテリー
ＡC アダプター

AC5V 2A , 50/60Hz

動作時間(標準バッテリー使用時最
約 4～5 時間

約 4～5 時間

約 5 時間

約 4～6 時間

約 4～6 時間

約 4～6 時間

約 244ｘ188ｘ10.5

約 189ｘ109ｘ8

約 196ｘ135ｘ6.9

約 676ｇ

約 272ｇ

約 300ｇ

大)
充電時間
本体寸法 [(幅)ｘ(高さ)ｘ(奥行)mm]
重量
使用環境

温度 5～35℃、湿度 20～80% (ただし結露しないこと)

付属品

保証書・取扱説明書 ・USB ケーブル・AC アダプター

保証期間

1 年（国内のみ）

製品情報及び販売受け付けはこちら
<アキハバラ e 市場>
http://www.akiba-eshop.jp/
<アキハバラ e 市場楽天支店>
http://www.rakuten.co.jp/akiba-eshop/
<株式会社アユート>
http://www.aiuto-jp.co.jp

【株式会社アユート 会社概要】
会社名：株式会社アユート 所在地：東京都台東区浅草橋 5-20-8 CS タワー 9F 代表者：代表取締役社長 渡辺
慎一 事業内容：パソコン本体及び周辺機器の流通（卸売り）事業、コンピューター機器、周辺機器の製造・販売輸出
入業およびポータブルデバイスの企画、販売、マーケティング、ユーザーサポート。 設立：平成 8 年 5 月 資本金：
7,000 万円。

製品に関する報道関係者からのお問い合わせ先
株式会社アユート
営業部 マーケティング Gr 担当：林田
E-mail: promo@aiuto-jp.co.jp
TEL：03-5825-7834
FAX：03-5825-7829

ＴＥＬ 03-6825-3200 ＦＡＸ 03-5413-3050

E-mail:iriver@ssu.co.jp

