News Release

2014年12月9日

株式会社ジェネシスホールディングス

「geanee Windows 8.1タブレット」 7・8・10.1インチの３機種を発売
7インチモデル、12,980円の低価格を実現

株式会社ジェネシスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡淳一、以下「ジェネシ
ス」）は、geanee ブランドの『Windows 8.1 タブレット』 ３機種を主に法人向けに発売いたします。7インチモデル
は12月中旬、8、10.1インチモデルは2015年1月中旬の発売を予定しています。
Windows タブレットは、既存の Windows アプリケーションの活用、パソコンと同等のセキュリティレベル、
Windows を基幹システムに採用されている企業様の社内システムとの整合性など、多くのメリットがあります。
ジェネシスは、累計１５万台以上の日本向けタブレットの生産実績があり、日本向け製品に特化した中国深圳
の自社工場での生産体制を最大限に活かし、今回発売する「geanee Windows 8.1 タブレット」の３モデルをベ
ースに、様々なご要望に柔軟にお応えした各種カスタマイズ・オリジナル製品の受託・製造も積極的に行います。
「geanee Windows 8.1 タブレット」 は、マイクロソフト社やインテル社による、Windows タブレット製造の取り組
みと、ジェネシスの日本向けに特化した自社工場による生産戦略が合致したことから、ジェネシスが企画、製造
したものです。この取り組みは、Windows タブレットに見込まれる高い需要に裏付けされており、今後の成長が大
きく期待されています。

【製品写真】

製品 URL： http://www.geanee.jp/products/wdp.html

【geanee Windows 8.1 タブレットの主な特徴】
◆ 「Windows 8.1 with Bing」搭載で低価格を実現
販売価格は７インチ12,980円（税別）、8インチ、10.1インチはオープン価格です。
◆ インテル® Atom™ プロセッサー搭載で高速化、省電力で快適に
最新のインテル® Atom™ プロセッサーを搭載したことにより、高速化、省電力性の向上によりバッテリー持
続時間が長くなりました。性能と互換性に優れ、ビジネスツールもエンターテイメントも快適に操作することが
できます。
【ジェネシスの特徴】
◆ 小ロットからカスタマイズ対応可能
1,000台からのカスタマイズ、オリジナル製品製造の受託に柔軟に対応いたします。
◆ 数多くの実績を活かした高いレベルの品質管理
日本向け製品に特化した中国深圳の自社工場で、日本のお客様のご要望に数多くお応えしてきた実績を
活かし、高いレベルの品質管理を実現します。
◆ 短納期対応
自社工場ならではのきわめて自由度の高い生産体制で、短納期での対応が可能です。

パートナー各社様よりエンドースメントを頂戴しました。
◆ インテル株式会社様
インテル株式会社は、株式会社ジェネシスホールディングという新たなお客様から発売される「geanee ブランド
Windows 8.1 タブレット」の 発表を歓迎いたします。
今回の新製品に搭載される最新の「インテル® Atom™ プロセッサー」は、ビジネスユース、インターネット、写真
撮影、動画再生などさまざまな利用シーンで快適にご利用いただけます。 また、ジェネシスの強みを生かして
実現した価格帯での販売により、幅広く市場に受け入れられるものと期待しております。
弊社としましても、今後も半導体技術の革新を通じて、より優れたコンピューティング環境を提供してまいります。
インテル株式会社
クライアント事業開発部 部長
マーク ナバビ
◆ 日本マイクロソフト株式会社様
日本マイクロソフト株式会社は、株式会社ジェネシスホールディングの「geanee ブランド Windows 8.1 タブレット」
の 販売を歓迎いたします。
中国深圳の自社工場での生産により価格競争力のある Windows タブレットの製造に成功され、日本のタブレッ
ト市場に大きなインパクトを出せると期待しております。
弊社としてもお客様によりお求めやすく Windows タブレットの価値が伝わるよう訴求してまいります。
日本 マイクロソフト株式会社
コンシューマー＆パートナーグ ループ OEM 統括本部 第二営業部 部長
中薗 直幸

【主な仕様】
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（クアッドコア・プロセッサー 1.33Ghz-1.83Ghz）
GPU
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画面解像度
無線 LAN
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端子/スロット

カメラ
センサー
スピーカー
マイク
再生可能メディア
対応フォーマット

電源

消費電力
内蔵型充電池
充電時間 ・
連続使用可能時間
外形寸法

質量
価格

インテル® HD グラフィックス
1GB
16GB

32GB
Windows 8.1 with Bing
7インチ IPS 液晶モニター
8インチ IPS 液晶モニター
10.1インチ IPS 液晶モニター
５点マルチタッチパネル・
LED バックライト
1280×800 （アスペクト比 16 : 10）
IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth® 4.0
microUSB 2.0端子
microSD メモリーカードスロット
3.5mm ヘッドフォン出力端子
microHDMI 1.4a 出力端子
miniHDMI 1.4a 出力端子
前面カメラ ： 200万画素 背面カメラ ： 200万画素
加速度センサー
内蔵ステレオスピーカー 1W
内蔵ステレオスピーカー 0.8W
内蔵マイク
microSD メモリーカード（最大32GB 対応）
動画：MPEG 1/2/4･ H.263/H.264･MJPEG
静止画：BMP･JPG ･ GIF ･ PNG
音楽：MP3 ･ WMA ･ WAV
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
内蔵型リチウムポリマー充電池
内蔵型リチウムポリマー充電池
（ 3500mAh/3.7V）
（ 4300mAh/3.7V）
（ 7900mAh/3.7V）
最大5.3W
最大4W
最大5.5W
充電時間：約2時間
充電時間：約3.5時間
充電時間：約5.5時間
(電源オフ/AC 電源アダプター充電) (電源オフ/AC 電源アダプター充電)
(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
連続使用可能時間：最大 約 7時間
連続使用可能時間：最大 約 5.5時間
※使用状況や環境により変化する場合があります。
（W）約191.6 ×（D）約 9.1
（W）約206.1 ×（D）約 10.5
（W）約258 ×（D）約 10.4
×（H）約109.8mm
×（H）約125.8mm
×（H）約173mm
（突起部除く）
（突起部除く）
（突起部除く）
約 326.5g
約377.5g
約602g
12,980円
オープン価格
オープン価格

■パッケージ内容
□ 本体 □ USB ケーブル □ USB 変換ケーブル □ AC 電源アダプター □ 取扱説明書（保証書添付）
□ USB-DC ケーブル（AC 電源アダプター用）『Windows 8.1 10.1インチタブレット WDP-101-32G-81BT』のみ付属
◎『Windows 8.1 ７インチタブレット WDP-71』にはあらかじめ以下のアプリケーションが本製品オリジナルバージョンとしてイ
ンストールされております。
KINGSOFT Office2013（KINGSOFT Writer2013/KINGSOFT Spreadsheets2013/KINGSOFT Presentation2013)
/KINGSOFT InternetSecurity2015（体験版）
■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Intel Atom はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation また
はその子会社の商標または登録商標です。
※その他、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録商標または商標です。

【株式会社ジェネシスホールディングス 会社概要】
商号

：株式会社ジェネシスホールディングス

設立

：2012 年2 月

資本金

：1億48百万円

代表者

：藤岡 淳一

本店所在地

：東京都千代田区神田富山町5-1 神田ビジネスキューブ 5F

事業内容

：電子機器・情報機器 等の製造・企画・開発・輸入・販売

コーポレートサイト

：http://jenesis.jp/

製品サイト

：http://www.geanee.jp/

【お問い合わせ先】
 ご購入・お見積もりについて
ダイワボウ情報システム株式会社
各支店 http://www.pc-daiwabo.co.jp/corporate/network.html

 お客様窓口
GEANEE お客様サポートセンター
TEL ： 050-5865-1709 E-mail ： support@geanee.jp
ご利用時間 ： 午前10 時から12 時、午後1 時から5 時まで( 土・日・祝日・会社指定休日を除く)

 メディア関連
株式会社ジェネシスホールディングス 広報担当
TEL ：03-4455-7416

