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平成 20年 11 月 15 日

各 位 株式会社ヤマダ電機

この度、弊社グループ会社、株式会社KOUZIRO (本社：山口県柳井市柳井5984-1、代表取締役社長：山田健介)（以

下、KOUZIRO）は、インテル® Atom™プロセッサーを搭載した、ヤマダ電機オリジナルウルトラモバイルPC「FRNU302」

を発表しました。「FRNU302」は、本体サイズが幅約258mm、奥行約189mm、厚さ約28mm、重量も約1.29kgなので、コ

ンパクトで軽く携帯性に優れています。

また、一般的なウルトラモバイルPCに比べ、液晶のサイズが10.2インチワイド（WSVGA 1,024×600）と大きく、画像

や文字が見やすいので、通常のノートPCの感覚でご使用いただけます。

「FRNU302」の 仕様は、CPUにインテル® Atom™ プロセッサー N270(1.60GHz/FSB533MHz)、メモリ1ＧＢ、ハードディ

スク120GBを搭載、カードリーダー、無線LAN（IEEE802.11 b/g）を装備し、店頭価格が￥49,800（税込）となります。OS

には、Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 3をプリインストールしております。その他、携帯に便利な

インナーケースも付属しております。

11月18日（火）より、全国の株式会社ヤマダ電機、FRONTIER PC取扱店にて販売を開始します。

News Release

ＢＴＯパソコンの先駆者「ＫＯＵＺＩＲＯ」が、話題のウルトラモバイルＰＣを発表！

新製品 ＦＲＮＵ３０２

― ヤマダ電機オリジナル ―

2008 年 11 月 18 日（火）～

全国の「ヤマダ電機」

PC 取扱店にて販売開始！

ヤマダ電機オリジナルウルトラモバイル PC「FRNU302」

◆軽くてコンパクト、幅約 258mm 奥行約 189mm厚さ約 28mm 携帯にも優れる 1.29Kg！！

◆液晶サイズが大きい“10.2 インチワイド”（WSVGA 1,024×600）見やすさ抜群！

◆ＣＰＵにインテル® Atom™プロセッサー N270(1.60GHz/FSB533MHz)を搭載！

◆メモリ１ＧＢ、ハードディスク１２０ＧＢを搭載！

◆カードリーダー、無線ＬＡＮ（IEEE802.11 b/g）を装備！

◆携帯に便利な「インナーケース」も付属！

店頭価格

￥４９，８００（税込）
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■詳細スペック

モデル名称 FRONTIER FRNUシリーズ

型番 FRNU302

価格（税込） \49,800

ＯＳ Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 3

ＣＰＵ（クロック/ＦＳＢ/２次キャッシュ） インテル® Atom™ プロセッサー N270(1.60GHz/FSB533MHz/512KB)

チップセット インテル® 945GSE ＋ インテル® ICH7M

メモリ

（構成枚数）

1GB PC2-5300 DDR2 SO-DIMM

（1GB×1）

メモリスロット数

（空き）

1スロット

(空き×0)

ビデオコントローラ インテル® 82945G Express Chipset

ビデオメモリ 8MB（最大128MBをシステムメモリから使用）

ハードディスク Serial-ATA 120GB 5400rpm

光学ドライブ -

カードリーダー SD カード、MMC、メモリースティック、メモリースティック Pro

オーディオ機能 High Definition Audio対応オンボードサウンド機能 (ALC662)

ネットワーク
10BASE-T/100BASE-TX 対応 (RJ-45 )

IEEE802.11 b/g 無線 LAN 搭載

外部接続端子

【左側面】

USB2.0 ポート ×2

LAN ポート（RJ-45）×1

D-Sub15pin アナログVGAポート x 1

【右側面】

AC アダプタ接続ポート

USB2.0 ポート x 1

セキュリティロックスロット(Kensington タイプ)

カードリーダースロット

【前面】

ヘッドフォン出力端子 (ステレオミニジャック) ×1

マイク入力端子 （ステレオミニジャック） ×1

液晶サイズ 10.2 インチワイド液晶（WSVGA 1,024×600）

同時発色数 262，144色

反応速度 20ｍｓ（Tr+Tf）

コントラスト比 400：1

最大輝度 220cd/㎡

視野角 上下（垂直）±60度 左右（水平）±70度

キーボード 日本語キーボード81キー

ポインティングデバイス 内蔵タッチパッド（スクロール機能無し）

電源 40W ACアダプター（DC出力 20V,2A）

動作/非動作環境
動作温度5～35℃/動作湿度20～80%（結露のないこと）

非動作温度-20～60℃/動作湿度10～90%（結露のないこと）

本体消費電力 最大時 約23W 通常時 約15W 省電力時 約1.5W

エネルギー消費効率

2007 年度基準

（省エネルギー基準達成率）

ｌ区分 0.0011（AA）（Windows XPモデル）

バッテリー駆動時間 約2.25時間（3cell）
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※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。※このリリースに掲載の価格には配送及び設置・付帯工事等の費用は含まれておりません。

※このリリースに掲載の内容は2008年11月18日現在のものです。諸般の事情により予告なく内容またはデザインを変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

●株式会社KOUZIRO 概要

■本 社 所 在 地 ：山口県柳井市柳井 5984 番地 1

■設 立 ：1981 年 6 月 1日

■資 本 金 ：4 億 9900 万円

■社 員 数 ：120 名

■代 表 者 ：山田 健介 （代表取締役社長）

■事 業 内 容 ：自社製パーソナル・コンピュータ開発・製造及び販売、他

■取 扱 商 品 ：自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIER シリーズ）、

パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器

バッテリー充電時間 動作時 約3.5時間/非動作時 約2.3時間

付属品 保証書､電源ｺｰﾄﾞ､ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ、専用ｲﾝﾅｰｹｰｽ、ﾊﾞｯﾃﾘｰ、Recovery Disc、スタートアップガイド

寸法（W×H×D） 258 mm x 28 mm x 189 mm

重量 約 1.285kg(バッテリー込み)

添付ソフト 90W AC アダプター (DC出力 19V, 4.74A)

付属ソフトウェア
ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ2009 90日限定版

Kingsoft Office 2007 3ヵ月試用版

保証 1年間無償保証（ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ）標準

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 KOUZIRO 販売促進課 河村 TEL：0820-24-2422 FAX：0820-24-2425

E-mail：press@frontier-k.co.jp

株式会社ヤマダ電機 経営企画室 広報部 金子 TEL:027-345-8947 FAX:027-345-8947

E-mail：ymd.syuzai@yamada-denki.jp

【製品に関するお問合せ】

＜一般お客様受付窓口＞
株式会社KOUZIRO 通信販売部 東日本：電話03-6280-0332 西日本：電話0820-24-2428

インターネットホームページ： http://kouziro.jp/

mailto:press@frontier-k.co.jp
http://kouziro.jp/

