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株式会社 ユニットコム

重量約 320g！片手で持ち運びできる人気の 7 インチタブレットがデュアルコア CPU にパ
ワーアップ！9.7 インチの IPS パネルを搭載した 8.7ｍｍ厚のスリム大型タブレットも同時発
売！いずれも 2013 年 1 月 Android™ 4.1 ファームウェア提供予定！

全国で、パソコン工房・ツートップ・フェイス・フリートを展開する株式会社ユニットコム（代表取締
役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）では、ユニットコムブランドのタブレット PC として Android™ 4.0
を搭載した『LesanceTB A07B』を 11,980 円にて、『LesanceTB A097B』を 19,980 円で 12 月下旬より
発売を開始致します。
『LesanceTB A07B』は 9 月に発売を開始した『LesanceTB A07A』の後継機となり、CPU が 1GHz
のシングルコアタイプからから 1.5GHz のデュアルコアタイプに大幅パワーアップ。パフォーマンスに
優れながらも低消費電力を維持したタブレットとなります。
1024x600 に対応した LED タッチパネル液晶を搭載し、重量はわずか 320g と軽量で、片手でも簡
単に持ち運びでき、家庭内やオフィスなど様々な場所でメールやインターネットを楽しむ事が可能で
す。1GB のメインメモリと、ストレージには 8GB の NAND 型フラッシュメモリを搭載。グラフィックには
1080P、H.264 をサポートした Mali-400 GPU を採用し、7 インチの小型筺体ながらも高精細な動画の
再生が可能。
『LesanceTB A097B』は、LesanceTB A07B と同様にパワフルな 1.5GHz のデュアルコア CPU を搭
載。1024x768 の解像度に対応した IPS パネルを搭載し、わずか 8.7mm の超薄型仕様！より見やす
さ、使いやすさにこだわった大型タブレットです。1GB のメインメモリと、ストレージには 8GB の NAND
型フラッシュメモリを搭載。ブラックとシャンパンゴールドの 2 色のカラ―をラインナップしています。
【Android™ 4.0 を採用！2013 年 1 月 Android™ 4.1 ファームウェア提供予定！】
OS には Android™ 4.0 を搭載し、メールソフトやブラウザが標準で付属されているので、買ったその
日から無線 LAN を接続すればメールやインターネットができます。また、動画再生、音楽再生ソフト
も標準搭載しているので、音楽や動画も持ち歩けます！
他にも日本語入力ソフトには「Simeji」、写真撮影、編集ソフトとして「PhotoWonder」、アプリケーショ
ンのダウンロードができる「Tapnow マーケット」をプリインストール！
2013 年 1 月には Android™ 4.1 のファームウェアを提供予定です。
【動画の再生に最適！】
本体背面にはスピーカーを内蔵し、MP4 や H.264 など多数のビデオフォーマットとオーディオフォー

マットに対応しているので、動画鑑賞にも最適！また、MiniHDMI ポートを標準で搭載！リビングにあ
る大型テレビと接続して大画面での動画の閲覧も可能です！
【タブレット搭載機能】
インターフェースには Micro USB2.0 の他、最大 32GB に対応した microSD スロット、IEEE802.11b
/g/n 対応の無線 LAN、Bluetooth を標準で搭載。Wi-Fi でのインターネット接続や、Bluetooth 対
応機器にワイヤレスで接続ができます。また、加速度センサーを搭載しているので、タブレットを傾
けると画面の縦横が自動で回転。ソファやベッドでも楽な姿勢で使用できます
【全国のユニットコムグループショップ・EC サイトで予約開始！】
充実した性能と機能を持つタブレットが、12 月下旬より全国のパソコン工房、グッドウィル、フェイ
ス、ツートップの店頭またはパソコン工房、グッドウィルの各インターネット通販にてご予約頂けます。
また、ユニットコムグループショップでは、タブレットやスマートフォンのサポートも行っておりますの
で、ご家庭での無線設定やアプリのインストール等困ったことがあれば当社におまかせ下さい！

製品名：LesanceTB A07B 価格：11,980 円
製品名：LesanceTB A097B BK(ブラック)/CG(シャンパンゴールド) 価格：19,980 円
販売開始日： 12 月下旬発売開始
※.地域により入荷が遅れる場合があります。
リリース掲載可能日： 12 月 19 日(水)以降掲載希望

【LesanceTB A07B/A097B の詳細スペック】

製品型番

LTB/A07B/2Core-F8R1-A40

OS

Android™ 4.0

CPU

Cortex-A9 プロセッサ

CPU 周波数

1.5GHz/2 コア

メインメモリ（標準/最大）
グラフィック
液晶タイプ
解像度
記録装置
スピーカー
無線機能

標準 1GB / 最大 1GB
Mali-400 GPU(1080P、H.264 サポート)
7 インチ LED パネル

9.7 インチ IPS パネル

1024x600 ドット

1024x768 ドット

8GB NAND 型フラッシュメモリ
1Wｘ1 スピーカー

1Wｘ2 ステレオスピーカー

無線 LAN：IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth

カードスロット
Web カメラ

LTB/A097B/BK(CG)/2Core-F8R1-A40

microSD 32GB 対応
前面：30 万画素カメラ

前面：30 万画素/背面：200 万画素

映像出力

MiniHDMI (ケーブルは付属しません)

オーディオ

ヘッドホン端子（Ø3.5mm ステレオ・ミニジャック）

USB 端子

micro USB2.0 x1

電源供給方式

AC アダプタまたは、リチウムポリマーバッテリ

内蔵バッテリパック
バッテリ稼働時間

リチウムポリマー
動画再生約 4 時間 30 分

動画再生約 6 時間

外形寸法（幅×奥行×高さ）

190×120×10.4mm

241.2x185.7x8.7mm

約 320g

約 620g

重量

【タブレットページ URL】
http://www.pc-koubou.jp/pc/lesance_tablet.php
【LesanceTB A07B 製品予約ページ URL】
パソコン工房
http://www.pc-koubou.jp/goods/1126891.html
グッドウィル
http://www.goodwill.jp/goods/1126891.html
【LesanceTB A097B/BK(ブラック)製品予約ページ URL】
パソコン工房
http://www.pc-koubou.jp/goods/1126972.html
グッドウィル
http://www.goodwill.jp/goods/1126972.html
【LesanceTB A097B/CG(シャンパンゴールド)製品予約ページ URL】
パソコン工房
http://www.pc-koubou.jp/goods/1126973.html
グッドウィル
http://www.goodwill.jp/goods/1126973.html

【会社概要】
社名 株式会社ユニットコム
運営ショップ名
パソコン工房

URL :

http://www.pc-koubou.jp

ツートップ

URL :

http://www.twotop.co.jp

フェイス

URL :

http://www.faith-go.co.jp

フリート

URL：

https://freet-diy.jp/

代表者

代表取締役 髙島 勇二

本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1
事業内容

オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売
パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ユニットコム 販促企画部
Tel

: 06-6647-6077 / Fax : 06-6647-6099

E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp

