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日本初！[ ８インチ WindowsOS タブレット 
に LTE 対応 microSIM カードスロットを搭載 ] 

EveryPad シリーズ プロフェッショナルモデル 

『 EveryPad Pro 』登場 
平成 26 年 11 月 1 日（土）発売 

ヤマダ電機（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長 山田昇）は、オリジナルタブレット『 EveryPad 』

シリーズのプロフェッショナルモデルとして、日本初（※1）となる[ ８インチ WindowsOS タブ

レットに高速通信 LTE 対応 microSIM カードスロットを搭載 ]した『 EveryPad Pro 』を

デル株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長 郡信一郎）と共同開発いたしました。 

平成26年11月1日（土）から全国の「ヤマダ電機」「ベスト電器」「ツクモ」他ヤマダ電機グループ各店およ

び「ヤマダウェブコム」で発売いたします。販売価格は安心の2年長期保証付きで54,800円（税別）。 

期間限定発売記念キャンペーンとして「YAMADA SIM（※2）＋Windows ギフトカード 2000 円分」プレゼ

ントに加え、『EveryPad』シリーズ用「タッチペン」＋「専用液晶保護フィルム」（セットで 2,500 円（税別）

相当）をもれなく進呈いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）8インチWindowsOSタブレット2014年10月06日現在Dell調べ。 

（※2）YAMADA SIMは株式会社U-NEXTが提供する通信サービス「u-mobile」です。ご利用には別途契約が必要となり、月額料金や通信料金が毎月

かかります。 

News Release 



■『 EveryPad Pro 』の概要 

①日本初！８インチ WindowsOS タブレットに高速な LTE 通信対応の microSIM スロット標準搭載（※3） 

『 EveryPad Pro 』では、日本初となる[ ８インチ WindowsOS タ

ブレットに LTE 対応 microSIM カードスロットを標準搭載 ]。各種キ

ャリアが提供する microSIM カードを差し込めば、LTE による高速なモ

バイルデータ通信がいつでも利用可能です。また、『 EveryPad Pro 』

は SIM フリー仕様となっており、SIM カードの提供キャリアを選びま

せん。ユーザーが好みの格安 SIM を使用し毎月の通信費を抑えたり、

海外出張時に海外の SIM カードを利用したりなど、用途に応じた選択

が可能となっています。 

（※3） すべての SIM カードの接続を保証するものではありません。ご利用の際は通信バンド帯及び通信会社を御確認ください。 

 

②[ Microsoft Office Home and Business 2013 ]標準搭載でパソコンとの連携も抜群 

[ Microsoft Office Home and Business 2013 ]が標準で付属し、文

章作成/表計算/プレゼンテーションといったビジネス用途でも活躍。マ

ウスやキーボードを接続すれば、パソコンと同じような快適な環境で作

業可能です。 

 

③Windows による高いパフォーマンスをいつでもどこでも発揮できる 

OS には Windows 8.1 with Bing を搭載。Windows のフル機能が

使えるだけでなく、写真管理や音楽再生、ゲームなど数多くの

Windows 8 アプリが楽しめます。もちろん、他の Windows 8 PC で

購入したお気に入りのアプリもそのまま利用可能です。 

 

④コンパクトなデザインながら高画質液晶と高速処理を実現 

『 EveryPad Pro 』は、片手で持ち運べるコンパクトなサイズなが

ら、極めて鮮明な８インチ HD IPS ディスプレイを搭載し、タブレット

端末とは思えないハイパフォーマンスな性能を発揮します。CPU には、

最新のインテル® Atom™ プロセッサーZ3775D（2MB キャッシュ、最

大 2.4GHz ）を搭載。インテル® CPU でパワフルな分散処理と 2GB の

内蔵メモリで、写真編集や動画再生、文書作成といった日常の作業はも

ちろん、比較的高負荷な Web アプリケーションや動画編集もスムーズ

に実行します。 

 

⑤バッテリだけで一日作業できる 10 時間の長時間駆動を実現 

（他社製品と比較し、最長の駆動時間 （注：当社調べ）） 

『 EveryPad Pro 』の卓越した省電力設計により、バッテリのみで

最大 10 時間の連続駆動が実現しました。外出先や出張先で終日作業し

たり、リビングで一日電子書籍や動画を楽しんだりといった状況でも、

コンセント接続なしで長時間使い続けられます。（※4） 

（※4）実際のご使用環境により異なる場合があります。 

 



⑥高速かつ柔軟に接続できる充実のワイヤレス機能 

Wi-Fi 機能は、5GHz 帯と 2.4GHz 帯（11g/11n）の使用が可能なデュアルバンド仕様に対応。従来よ

りも高速かつ安定した Wi-Fi 接続を実現しました。また、「 Miracast ワイヤレステクノロジー （※5）」

を採用し、高画質の動画や写真、プレゼンテーションを、タブレットから Miracast 対応のテレビにスト

リーミング再生させることが可能です。Bluetooth は、優れた接続速度と安全性を誇るバージョン 4.0 に

対応。マウスや外付けキーボード、スピーカなどのアクセサリをワイヤレスで簡単に接続できます。 

（※5） 互換性のあるメディアアダプタ（別売）および HDMI 対応のモニタが必要です。 

 

⑦『EveryPad Pro』は安心の 2 年間長期保証サービス 

一般的なタブレットは 1 年間の保証で、2 年目以降の保証は有償になりますが、長く安心して使ってい

ただくために、『 EveryPad Pro 』は 2 年の長期保証で 2 倍の安心感があります。 

 

⑧YAMADA Multi SNS 専用アプリをプリインストール 購入特典も満載 

YAMADA Multi SNS のコンテンツである「ヤマダゲーム」や「ヤマダ動画」などをすぐ楽しめる専用

アプリをプリインストール。家電から日用品まで、約 120 万点（2014 年 9 月現在）の豊富な品揃えのヤ

マダモールでのインターネットショッピングや、ゲームをすると店舗で使えるヤマダポイントがもらえ

て良いことが盛りだくさんの「ヤマダゲーム」など、コンテンツ満載でお客様をお待ちしています。 

 

⑧音楽や動画など大きなファイルの保存も可能 

内蔵フラッシュメモリ 64GB に加え、microSD カードリーダー（最大 64GB まで（※6））を搭載。動

画や音楽データも、たっぷり保存できます。 

（※6）別売で最大 64GB までの大容量 microSD カードと交換することもできます。 

 

⑨フロントとリアに 2 つのカメラを搭載 

前面に 120 万画素、背面に 500 万画素のカメラを搭載。写真や動画の撮影、ビデオチャットなどを楽

しめます。 

■キャンペーン情報 

期間限定発売記念キャンペーン 期間：2014 年 11 月 1 日（土）から 

その①：YAMADA SIM プレゼント（※1） 

その②：Windows ギフトカード 2000 円分プレゼント 

その③：『EveryPad』シリーズ用「タッチペン」＋「専用液晶保護フィルム」（セットで 2,500 円（税 

    別）相当）プレゼント 

     （※1）YAMADA SIM は、株式会社 U-NEXT が提供する通信サービス「u-mobile」です。ご利用には別途契約が必要となり、月額料金や 

     通信料金が毎月かかります。 

 



■『 EveryPad Pro 』のスペック 

本体カラー  ： ブラック 

OS   ： Windows 8.1 with Bing 

プロセッサー  ： インテル® Atom™ プロセッサー Z3775D 

メモリ  ： 2GB、1-ch 64 ビット、DDR3L 1333MTs 

内臓ストレージ ： 64GB eMMC ストレージ 

ディスプレイサイズ ： 8.0 インチ HD IPS パネル（WXGA1,280×800）、 

10 ポイントタッチ機能を搭載 

本体寸法  ： 奥行き 216mm×幅 130mm×厚さ 9mm 

本体質量  ： 約 405ｇ 

バッテリ使用時間 ： 最大約 10 時間 

販売価格  ： 54,800 円（税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商品紹介ページと商品紹介動画QRコード 

『EveryPad Pro』商品紹介ページ URL 

http://www.yamada-denki.jp/service/everypadpro/index.html 

 

『EveryPad Pro』商品紹介動画 QR コード（11 月 1 日から視聴可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元：株式会社ヤマダ電機 広報部 電話：027-345-8947 FAX：027-345-8948 

※報道機関様向け商品画像ダウンロードページ 

http://www.yamada-denki.jp/service/everypadpro/press/everypad_pro.zip 

 


