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NVIDIA® Tegra®
Tegra®3 搭載、手軽に持ち運べる軽量 7 型タブレット

iriver ITQ701 WOW タブレット 16GB 発売
2013年
年4月
月27日（土
日（土）発売
日（土）発売開始
）発売開始!!
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、WEB ページの読み込みやスム
ーズなゲームプレイに最適な CPU に NVIDIA®Tegra®3 を搭載し、WXGA（1280 x 800 ドット）の高精細・広視野角な
IPS 液晶を採用した軽量な 7 型タブレット「
「iriver ITQ701 WOW タブレット 16GB」
16GB」を発表いたします。OS には、スマート
フォンでも多く採用されている AndroidTM 4.1(Jelly Bean) を採用し、70 万以上のアプリやゲームを使用できる正規版
の Google play に対応しております。フロントには、200 万画素のカメラを搭載し、micro SD カードスロット（※最大
32GB 対応）及び周辺機器との接続ができる BlutoothTM4.0 にも対応しております。デザインは、iriver らしいシンプルと
スタイリッシュさを追求した仕上がりになっております。直販価格は、19,800
19,800 円(税込)
税込)。2013 年 4 月 27 日（金）iriver
直販 e ストアも兼ねている「アキハバラ
アキハバラ e 市場（http://www.unitydirect.jp/
市場 http://www.unitydirect.jp/）」および全国のユニットコムグループ各店
http://www.unitydirect.jp/
(http://www.unitcom.co.jp/
http://www.unitcom.co.jp/ )及び小売店にて順次発売を開始いたします。
アユートは、今後も積極的にユーザーの声に耳を傾け、日本市場において多岐にわたるポータブルデバイスのラ
インアップ拡充、「iriver」及び「Astell&Kern」ブランド認知の拡大、および市場シェア獲得、IT デバイス市場活性化の
ため、戦略的に製品投入を図ってまいります。
製品名

ITQ701 WOW タブレット 16GB

ブランド

iriver

カラー
CPU
OS
RAM/内蔵
RAM/内蔵メモリ
内蔵メモリ
外部メモリ
ディスプレイ
WiWi-Fi
BlueToothTM
I/O
カメラ

ブラック
NVIDIA®
NVIDIA® Tegra®
Tegra®3
AndroidTM 4.1
1GB/16GB
microSDHC スロット×1
スロット×1（最大 32GB までサポート）
7.0 型 WXGA (1280×
(1280×800 ドット) 広視野角静電容量式タッチパネル（
広視野角静電容量式タッチパネル（IPS）
IPS）

IEEE802.11b/g/n 準拠
Ver.4.0
microUSB
microUSB ポート・microSD
ポート・microSD カードスロット・イヤホンジャック
フロント： 200 万画素

センサー

加速度センサー・GPS
加速度センサー・GPS・電子コンパス
GPS・電子コンパス

サイズ （㎜）/
（㎜）/ 重量(g)
重量(g)

194 x 122
122 x 10.6 ㎜ / 約 338g

型番

ITQ701ITQ701-16GB16GB-BLK

JAN

4549325000877

直販価格

19,800 円（税込）

※製品改良のため、仕様の一部を変更する場合がございます。
※NVIDIA® 及び Tegra®は、米国 NVIDIA Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Google™と Android™は Google Inc.の登録商標です。

ｉｒｉｖｅｒ ITQ 701 の主な特長
の主な特長
■軽量で持ち運びやすい
軽量で持ち運びやすい 7 型タブレット
片手で持てる A5 サイズのノートよりも小さい 7 型タブレットです。
重量も缶ビール（350ml）よりも軽い、約 338g と持ち運びに最適
です。
■パワフルなパフォーマンスを
発揮する、クアッドコアプロセッサ
グラフィックチップで有名な NVIDIA®社の Tegra® 3 クアッドコアプロセッ
サを採用。圧倒的なパワーとスピードでウェブの読み込みやグラフィック
パワーを必要するゲームもさくさくプレイすることができます。

■スマートフォンでも多数採用されている OS AndroidTM 4.1(Jelly Bean)を
Bean)を採用
パーソナルアシスタント機能の『Google now』が追加された最新 OS を搭載。現在いる地点の付近の情報
など必要な時に適切な情報を知らせてくれます。
■高精細・広視野角
■高精細・広視野角な
視野角な IPS WXGA の ディスプレイ (1280x800)
1280x800)を採用
非常に美しく高精細、広視野角液晶（IPS）の WXGA パネルを使用しており、
写真や動画はもちろんゲームを楽しむのにも最適です。
■豊富なコンテンツやアプリを楽しむことができる『Google
豊富なコンテンツやアプリを楽しむことができる『Google play』に正規対応
play』に正規対応
動画や画像、音楽に電子書籍、ゲームに生活に役立つさまざまなアプリを
ダウンロードして使用することができます。
■便利な無線に対応、
■便利な無線に対応、Blueｔ
BlueｔoothTM 4.0、
4.0、WiWi-fi IEEE802.11b/g/n に準拠
無線接続で便利な BluetoothTM 4.0 と共に、IEEE802.11 b/g/n 準拠の無線
LAN を搭載していますので、外出先でも、家のソファーでくつろぎながらでも、
場所を選ばずメールやインターネットが楽しめます。
※別途無線 LAN 環境が必要です。

■内蔵１６GB
■内蔵１６GB メモリをさらに拡張できる、
メモリをさらに拡張できる、microSD
きる、microSD カードスロット
内蔵メモリだけでは足りないヘビーユーザーにはうれしい、最大 32GB まで対応
した microSD カードスロットを搭載しています。充電・データ転送は付属の
microUSB ケーブルを使用して行うことができます。

■200 万画素のフロントカメラを搭載、コミュニケーションに最適
万画素のフロントカメラを搭載、コミュニケーションに最適
200 万画素のカメラを搭載しており、Skype などのアプリと合わ
せて使用するコミュニケーションツールに最適です。
■iriver 独自の GUI（グラフィックユーザーインターフェイス）採用
GUI（グラフィックユーザーインターフェイス）採用

iriver が独自採用した GUI はスタイリッシュかつ見やすさを考慮した設計になっているため、タブレットの操作が
ますます楽しくなります。

■GPS をはじめ便利なセンサーを
はじめ便利なセンサーを搭載
マップアプリ等には欠かせない GPS をはじめ加速度センサーや電子コンパスを搭載しております。

■人気映画やテレビ番組が月額 980 円で見放題の
『Hulu』に対応
Hulu』に対応
10,000 本以上の人気映画やドラマが月額 980 円で見放題のサ
ービス「Hulu」にも対応しています。
※Hulu を ITQ701 でお楽しみいただくためには、アプリストア（Google プレイスト
ア）より「Hulu」アプリ（無料）を検索・ダウンロードしてください。

パッケージ内容

各部の名称

⑧イヤホンジャック ⑨micro USB ポート ⑩microSD カードスロット

製品仕様
製品名
製品型番
JANコード

ITQ701
ITQ701-16GB-BLK
4549325000877
Android™ 4.1Jelly Bean
NVIDIA® T30L Cortex-A9 Quad-core 1.2GHz
1GB DDR3L(オンボード) ※1
データ用：16GB ※2

OS
CPU
メモリ
内蔵フラッシュメモリ

7型カラータッチスクリーン液晶 5点マルチタッチ
1,280ｘ800ドット（WXGA)

液晶ディスプレイ
タッチ方式
センサー
通信機能

インターフェ-ス

無線LAN
Buletooth
ＵＳＢ
Webカメラ
サウンド/映像関連
メディアスロット

バッテリー
ＡCアダプター
動作時間(標準バッテリー使用時最大)
充電時間
本体寸法
重量
使用環境
付属品
保証期間

プリインストールソフトウェア

Web閲覧
メール
マーケット
カメラ
時計
音楽
設定
検索
ダウンロード
動画
チャットTool
地図
カレンダー
画像
録音
編集
その他

※3

静電容量式タッチパネル
加速度センサー/GPS/デジタルコンパス
IEEE 802.11b/g/n準拠 ※4
Bluetooth 4.0
micro USB 2.0 Bタイプ x1 ※5
本体前面 (有効画素数 約200万画素) x1
内蔵スピーカーｘ2 /ヘッドフォン出力(ミニジャック) ｘ1
microSDカードスロットx1(最大32GB)
リチウムイオン (4000mAh、3.7V) ※6
AC100～240V , 50/60Hz ※7
約7時間 ※8
約4～6時間 ※8
約194(幅) ｘ 122(高さ) ｘ 10.6(奥行)mm
約338ｇ
温度5～35℃、湿度20～80% (ただし結露しないこと)
クイックスタートガイド・保証書 ・USBケーブル・ACアダプター
1年（国内のみ）
Chrome
メール/Gmail
Google play
カメラ
時計
Playミュージック
設定
音声検索
ダウンロード
Playムービー
Talk / メッセンジャー
ナビ/マップ/ローカル
カレンダー
ギャラリー
音声レコーダー
Movie Studio
GoogleNow/Google＋/Google日本語入力/連絡帳/電卓
ニュースと天気/Youtube

※1 メモリの増設はできません。
※2 フラッシュメモリの容量は1GB=1000バイトの３乗換算で算出しています。
※3 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点(点灯しない点)や輝点(てんとうしたままの点)がある場合がございますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
※4 無線通信感度は、周辺の電波環境、障害物、設定環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合がございます。
※5 micro USB Bタイプは、ホスト機能に対応しておりません。
※6 バッテリーパックは消耗品です。危険ですので、お客様自身で取りはずしや交換をしないでください。
※7 付属のACアダプターは、日本国内のみ法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。
※8 AVI (Xvid) 720x480 3863Kbps 30ｆｐｓ ボリューム7、動画再生駆動時の時間。バッテリー動作時間及び充電時間は、使用環境により異なります。
※NVIDIA® 及びTegra®は、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Android™ は、Google Inc.の登録商標です。

iriver ITQ701 WOW タブレットの製品ページはこちら
http://www.iriver.jp/product/iriver/ITQ701
iriver 直販サイト アキハバラ e 市場での販売受付は
市場での販売受付は、
での販売受付は、
http://www.unitydirect.jp/

【株式会社アユート 会社概要】
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
入業および日本国内での iriver、Lyumo ブランドをはじめとする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
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：藤川
E-mail: promo@mvkc.jp
TEL：03-5825-7834
FAX：03-5825-7829

お客様からのお問い合わせ先

アイリバーサポートセンター
アイリバーサポートセンター
月曜～金曜 10:00～18:00 （祝祭日および年末年始を除く）
ナビダイヤル： 0570-002-220

E-mail でのお問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください
https://www.iriver.jp/support/inquiry/

