Windows 10 搭載タブレット
法人向けモデル

W10 C 2

クライド

W10C-W10HBK2

アイデア広がる背面タッチパッド搭載
専用日本語キーボード付属で操作も快適

CLIDE W10C2 製品仕様

さらにパワーアップ

CLIDE® W10C2

商品名
型番

W10C-W10HBK2

バッテリー容量大幅アップ！

TKW-W10C-W10HBK2

テックウインド型番

4549584201404

JAN

インテル® Atom™ プロセッサー X5-Z8350

プロセッサー

10.1インチ カラータッチスクリーン IPS液晶 LEDバックライト
（輝度250-300cd/㎡）

ディスプレイ

1920

液晶解像度

1200ドット

10点タッチ入力対応 静電容量方式

タッチパネル

64GB（空き容量約45GB）

ストレージ容量

microSD、microSDHC、microSDXC（最大128GB）

カードリーダー
I/Oポート
システムメモリー

6,000mA→8,000mAに容量アップで、
HD動画再生最大約8時間！※

USB ＊１＊２

フルサイズUSB3.0 1（Type A）/ フルサイズUSB2.0 1（Type A）
microUSB2.0 1（充電専用）

オーディオ

マイクロホン / ヘッドホン・3.5ｍｍ 4極コンボジャック 1
miniHDMI出力 1

HDMI

4GB
あり
（IEEE 802.11a/b/g/n準拠）

無線LAN ＊3

あり
（Bluetooth® 4.0）Class2 動作確認済み プロファイルHID, AVRCP, A2DP, HSP

Bluetooth®
センサー

加速度センサー（3軸）、GPS

カメラ

フロントカメラ 2Mピクセル
背面カメラ 2Mピクセル

USB3.0ポートを搭載！
USB3.0（TypeA）が増えて、
フルサイズ
（TypeA）USBポートが合計2つになりま
※
した。

インテル ® Atom™
プロセッサー搭載

ステレオスピーカー内蔵

スピーカー

15W
（最大）

消費電力

容量

8,000mAh

素材

リチウムポリマー
約7時間

充電時間

バッテリー

100-240V〜50 / 60Hz, 0.5A

入力

5V、3A

出力

インチ

従来モデルの倍にあたる4GBメモリ搭載
※
で、
さらに快適な動作環境が実現。

約8時間30分（アイドル時）
＊５
約8時間（HD動画再生）

駆動時間
電源アダプター

メモリを4GBに増強

＊４

10.1

Windows 10 Home 64bit

OS

ブラック

色

約620g

本体重量

/ キーボード装着時 ：約980g

260mm
（幅） 172mm（奥行き） 12mm（厚み）
キーボード装着時：263mm（幅） 185mm
（奥行き） 24mm
（厚み）

本体サイズ

約1,690g

梱包重量

310mm
（幅） 228mm（奥行き） 77mm
（厚み）

梱包サイズ

取扱説明書、ACアダプター、製品保証書（箱に記載）、専用日本語キーボード

付属品

背面タッチパッド搭載

その他スペック

＊1.外付け光学ドライブなどの消費電力の大きな機器を接続する際には、本製品および機器にACアダプターを接続してご利用ください。
＊2. MHL/SlimPortには対応しておりません。
＊3.ワイヤレス ディスプレイおよびWOL(Wake On LAN)は非対応です。
＊4.付属のACアダプター使用時
＊5.動作条件：画面明るさ50%、Wi-Fiオン、Bluetoothオフ、
スリープ抑止、動画再生アプリ及びバッテリー測定アプリ使用
※製品表面の外観（パネル枠等）
に線状の跡や小さなくぼみ、反りがみられる場合がございますが、
これらは製品の製造過程で発生する樹脂成形の跡
であり、製品の不具合ではございません。
また、
これらの状態による本製品の動作や性能への影響はございません。
※Intel、
インテル、Intel ロゴ、Intel Insideは、
アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
※Microsoftは米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連子会社の商標です。
その他の社名、製品名などは、一般的に各社の表示、商標
または登録商標です。
※CLIDE、
クライド、CLIDEロゴは、
日本国におけるテックウインド株式会社の登録商標です。

最新のインテル® CPUを採用
インテル ® Atom™ プロセッサー X5Z8350を採用し、
よりパワフルになりま
※
した。
※当社従来モデル（CLIDE W10A）と比較

ご購入前の相談窓口
東京本社

テ ックウ イ ンド 株 式 会 社
〒113-0034

東京都文京区湯島3-19-11湯島ファーストビル7F

テックウインド

検索

大阪営業所

03-4323-8619
06-7659-6115

背面タッチパッド搭載

【 営 業 時 間 】 10:00〜12:00/13:00〜18:00

実用新案登録済

（ 土日祝日を除く）

http://www.tekwind.co.jp/

このリーフレットの記載内容は2017年9月1日現在のものです。
製品の外観、
仕様等は予告なく変更される場合がございます。

専用日本語
キーボードカバー付属

タブレットにも
ノートパソコンとしても使える
2 in 1タイプ

アイデア次第で使い方が広がる背面タッチパッド

細かいマウス操作ができる

対面操作で商談にもぴったり

通常のタブレットでは操作しづらい表計算のセル選択
や、
ブラウザーの細かい文字選択も簡単です。

背面タッチパッドで画面を隠さず操作できるので、
対面での利用にも最適です。

スマートなプレゼンが可能

教育現場での大量導入にもおすすめ

CLIDE W10C2の特長
使いやすい10.1インチ
P DF 閲覧やE X CE L などのビジ ネス

10.1インチ

高画質IPS液晶パネル搭載
高輝度の1920x1200のIPS液晶パネ

用途をはじめ、写真や動画再生など、

ルを採用。170 の広い視野角で、動画

サイズを採用しました。

めます。

あらゆるシ ーンで使える10.1インチ

プロジェクター 利 用時 など 、背面タッチパッドで
拡張画面でのマウス操作が可能です。miniHDMI
端子搭載で接続も簡単。

再生や電子書籍の閲覧も快適に楽し

背面タッチパッドの操作方法
マウス操作の有効化/無効化

OS Windows 10搭載
Windows10は直感的なUIと便利な

機 能でさらに使いやすくなりました。

ビジネスシーンや教育現場など、幅広い
シーンで活躍します。

フルサイズ（TypeA）のUSB3.0ポート

とUSB2.0ポートを搭載。外付けHDDや
フラッシュメモリなどをそのまま接続で
きます。

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz両対応で安定

2つのモバイルスタイル

従来の2.4GHzはもちろん、電波干渉

専用日本語キーボードとドッキングさせ

5GHzにも対応しています。

マウス操作

フルサイズUSB3.0とUSB2.0ポートを搭載で
拡張性アップ
＋
有効 3本指で下から上にスライド
無効 3本指で上から下にスライド

左クリック/ダブルクリック

が起きにくく、安定した通信が可能な

コスパが高く、ノートP Cとしても使 えるCLIDEは
レポート作成が多い教育現場にも最適。国立大学付属
中学校のICT教育用にも採用された実績があります。

1本指で操作

右クリック

るとノートパソコンスタイルに。用途に

あわせてタブレットスタイルと使い分けて
高い機能性を実現します。

左
ダブル

1本指でタッチ

1本指で2回タッチ

2本指でタッチ
※操作方法はイメージです。

