
  

  1 

 2006 年 7 月 6 日 

 

コンシューマ向け PC ｢  ｣ シリーズに 

使いやすさを追求した一体型デスクトップモデルをラインアップ 

  

 

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長＆CEO：江幡 誠/以下、日立)は、

コンシューマ向け PC｢ ｣シリーズに、17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを採用した、本

体奥行き 19.8cm の省スペース一体型デスクトップモデル「           ｣(AW31S1R) をラ

インアップし、7月 15日から発売します。 

新製品｢          ｣(AW31S1R)は、映像に艶を与え、液晶を保護するラスターパネル

を搭載した17型ピュアカラー液晶ディスプレイを採用しています。 

本体に奥行き 19.8cm の薄型省スペース設計と自由なレイアウトを可能にするワイヤレスキーボ

ード＆マウスを採用、利用シーンに応じて画面の向きを変えられる｢チルト＆スイーベル機構｣や

30dB(*1)以下の｢静音設計｣、USB ポートなどのインタフェースを本体前面に配置した｢フロントアク

セス設計｣、約 320GB の大容量ハードディスクを搭載するなど、使いやすさにこだわり、基本機能を

充実し、幅広いユーザニーズに対応します。 

 

■「          」（AW31S1R）の概要 

• 色鮮やかな画面を実現し、映像に艶を与えるラスターパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディ

スプレイ(1280×1024 ドット)で Web 閲覧やデジカメ画像編集を楽しめます。 

• 本体奥行き 19.8cm の省スペース一体型ボディで、利用シーンに応じて画面の向きが変えられ

る｢チルト(前 3度～後 15度)＆スイーベル(左右各 85度)機構｣を採用しています。また、ワイ

ヤレスキーボード＆マウスを採用することで、多彩なレイアウトが可能になります。 

• ｢インテル® Celeron® M プロセッサー 380｣を採用し、30dB(*1)以下の｢静音設計｣により、PC の

動作音を気にすることなく、リビングルームなどでWeb 閲覧や音楽などを楽しめます。 

• ユーザーの使い勝手を重視し、USB ポートやトリプルメモリーカードスロット(*2)、DVD スーパ

ーマルチドライブを本体前面に配置した｢フロントアクセス設計｣を採用しています。 

• デジカメ画像や音楽データなどの大容量データを保存できる約320GB ハードディスクを搭載し

ています。 

 

本日発表の｢           ｣(AW31S1R)は、｢Windows VistaTM｣を動作させるためのハードウ

ェア要件を満たしており、ハードウェアドライバが必要な場合は｢Windows VistaTM｣発売後、順次日

立より提供予定です。提供方法については、日立 Prius World(ホームページ)にて、別途ご案内す

る予定です。 
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■新製品一覧                              （オープン価格） 

品名 型名 OS  CPU  
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ

/ﾒﾓﾘｰ 
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 他 

発売 

時期 

Prius 

One 

typeS 

AW31S1R 

Microsoft® Windows® XP 

Home Edition Service Pack 2 

正規版  

セキュリティ強化機能搭載 

インテル® Celeron® M 

 プロセッサ- 380(1MB L2 

cache､1.60GHz､400MHz FSB)

約 320GB/

DDR2 SDRAM 

512MB 

スロットインDVD 

スーパーマルチド

ライブ(DVD±R    

2層書き込み対応)

17型 

ピュアカラー液晶 

(ラスターパネル

付) 

Microsoft® 

Office 

Personal 

Edition 2003

7月15日

 

■本文注記 
＊1：当社測定条件による 

＊2：SD メモリーカード、メモリースティック(メモリースティック PRO 対応、MagicGate 非対応)、xD-ピクチャーカードに対応 

 

■他社商標注記 

・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation

およびその子会社の商標または登録商標です。 

・Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

・その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。 

 

■お客様からの問合せ先およびカタログ請求先 

安心コールセンター  

電話：0120-8855-96(フリーコール) 

利用時間： 平日 10:00～20:00/土･日･祝 10:00～17:30(年末年始(12/31～1/3)は休みます) 

 

■日立「Prius World」ホームページ    URL  http://prius.hitachi.co.jp/ 

 

■サポート体制 

・修理依頼｢Prius 集中修理センタ｣：0120-88-1286(フリーコール) 

利用時間：平日･土･日 10:00～18:00 (祝日・年末年始(12/31～1/3)は休みます) 

・本製品の海外での保守･技術サポートは対象外です。 

・サポートサイト URL     http://prius.hitachi.co.jp/go/support/ 

 

  

 

 
以上
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■｢           ｣(AW31S1R)の主な特徴 

1. ラスターパネルを搭載した｢17型ピュアカラー液晶ディスプレイ｣を採用 

本体には｢17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ｣を採用し、ワンタッチで取り外し可能なラスターパ

ネルを搭載しています。ラスターパネルは 4 基のマグネットで固定されていることから、パネルの着

脱の際には工具が不要であり、利用シーンに合わせて使い分けが可能です。 

 

2. 省スペースのコンパクトボディ 

本体は奥行きが最薄クラス 19.8cm の省スペース一体型ボディであり、机の上での省スペースを図

れるほか、自由なレイアウトを可能にするワイヤレスキーボード＆マウスを採用し、リビングルーム

などでも置き場所を選ぶことなく設置することが可能です。 

 

3. ｢チルト＆スイーベル機構｣など、使い勝手を重視 

前 3 度、後 15 度、左右に 85 度ずつ調整できる｢チルト＆スイーベル機構｣のほか、USB ポート/ト

リプルメモリーカードスロット(*1)/ DVD スーパーマルチドライブなどの使用頻度の高い機能を本体

前面に配置する｢フロントアクセス設計｣を採用し、｢省スペース｣と｢使い勝手｣を重視したデザインを

実現しています。 

 

4. PC の動作音を気にせず、Web 閲覧や音楽を楽しめる｢静音設計｣ 

リビングルームなど、静かに Web 閲覧や音楽を楽しみたい環境に設置した場合を考慮し、PC の

動作音が気にならない 30dB(*2)以下の｢静音設計｣を採用しています。Windows®のみ起動(ソフトウェ

ア非動作時)の際には、約 22 dB(*2)の静音化を実現しています。 

 

5. ｢インテル® Celeron® M プロセッサー 380(1MB L2 cache、1.60GHz、400MHz FSB)｣を採用 

コストパフォーマンスに優れた PC プラットフォームとして定評のある｢インテル® Celeron® M プ

ロセッサー380(1MB L2 cache、1.60GHz、400MHz FSB)｣を採用しています。 

 

6. 約 320GB のハードディスクを搭載 

PC 内部の転送速度を向上させた約320GB シリアル ATA 対応のハードディスクを搭載しています。 

 

 

■その他の特徴 

・ 英語センテンス読み上げ機能を進化させた｢読みワザ｣(*3) (*4) (*5) (*6)機能 

｢読みワザ｣は、Internet Explorer で表示されるテキストや、クリップボードに保存されたテキス

トデータを読み上げる機能です。従来の読み上げソフトのような機械的な音声ではなく、より肉声感

のある自然な語り口で、漢字かな混じり文を適切に認識します。また、新たに英語句構造の解析処理

を導入し、日本語文のなかの英単語を自然な位置にポーズを入れて、読み上げることが可能です。 

 

■本文注記 
＊1：SD メモリーカード、メモリースティック(メモリースティック PRO 対応、MagicGate 非対応)、xD-ピクチャーカードに対応 

＊2：当社測定条件による 

＊3：対象の文章や単語(人名/地名/固有名詞/英語など)によっては正しく読み上げが出来ない場合があります。 

＊4：本ソフトウェアが出力する読み上げ音声の著作権は株式会社 日立製作所が保有します。個人またはご家庭でのみお楽しみください。 

＊5：同時に複数のアプリケーションを起動すると、動作が遅くなる場合があります。 

＊6：各アプリケーションで｢読みワザ｣の音声を使って読み上げを行う場合、アプリケーションごとに設定を行う必要があります。 

 

添付資料 

以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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