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MiNT-ACC mini-100 スタートアップガイド 

このたびは、MiNT-ACC mini-100をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 

MiNT-ACC mini-100を正しく使用するためには、はじめに本ガイドと「シンクライアントターミナル
使用上の注意」をお読みください。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 

Step 1 箱に入っているものを確認する 

万が一、不足しているものがありましたら、お買
い求めの販売店にご連絡ください。 

□はじめにお読みください 

 シンクライアントターミナル 

            使用上の注意（保証書） ---１冊 

□ MiNT-ACC mini-100  ---１台 

□ VGAアダプタ   ---１個 

□ACアダプタ  ---１個 

□電源コード  ---１本 

  

本ガイドよりも詳細な情報が必要な場合は 
「MiNT-ACC mini-100 ユーザーズマニュアル」
を参照してください。 
 
別紙で追加情報が同梱されているときは必ず
参照してください。 

Step 2 セットアップ前に準備するもの 

MiNT-ACC mini-100をご利用頂くにあたり 
必要となる機材は、次の通りです。事前に 
準備願います。 
 
□ディスプレイ 
□ネットワークケーブル 
□ＵＳＢキーボード 
□ＵＳＢマウス 
 

補足： 
MiNT-ACC mini-100は、以下のシンクライア 
ント方式に対応しています。 
 
<<対応シンクライアント方式>> 

Step 3 本体に機器を接続する 

次の図にMiNT-ACC mini-100の各部の名称を
示します。それぞれの名称と位置を確認してく
ださい。 

●各部の名称 

＜前面＞ 

＜背面＞ 

1.電源スイッチ 
MiNT-ACC mini-100の電源をON/OFFする 
押しボタン式スイッチです。 
 

2.電源LED（消灯/青色） 
MiNT-ACC mini-100の電源スイッチを押すと 
青色に点灯し、電源ON状態になります。 
 

3.MIC-inコネクタ 
マイクを接続します。 
 

4.ヘッドフォンネクタ 
ステレオヘッドフォンまたはスピーカを接続 
します。 
 

5.USBポート 
USB機器を接続します。 
 

6.DVI-Dポート 
DVI-D端子を装備したディスプレイ装置を接続
します。 
 

7.DVI-Iポート 
DVI-D端子を装備したディスプレイ装置または 
添付のVGAアダプタを接続し、D-Sub15ピン端
子を装備したディスプレイ装置を接続します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ネットワークポート (RJ-45) 
ネットワークケーブルを接続します。 
 

9.USBポート 
USBキーボードおよびマウスを接続します。 
 

10.DCジャック 
添付のACアダプタを接続します。 
 
注意：USBポートは周辺機器すべて動作を 
    保証するものではありません。 
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DVI-Iポート 

D-Sub15ピン 

VGAアダプタ 

サーバは、 MiNT-ACC mini-100を接続できる 
よう構築してください。 
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Step 4 本体の電源を入れる 

すべての機器を接続したら、MiNT-ACC mini-
100の電源を入れてください。 

1. MiNT-ACC mini-100の電源スイッチを 
 押します。 
 電源LEDが青色に点灯し、電源がONに 
 なります。 
 

2. スタートアップ処理が開始されます。 
 

3. スタートアップ処理が終了すると、 
  MintWave Quick Connection画面 
  （クイック接続）が表示されます。 
 

●セットアップ 
<本体の設置> 
「シンクライアントターミナル使用上の注意」を 
よく守ってMiNT-ACC mini-100の設置場所を 
決めてください。 
 
 場所が決まりましたらMiNT-ACC mini-100を 
 設置します。 
 
VESAマウントキットを使い、ディスプレイ装置 
に取り付ける場合は、VESAマウントキット取付 
手順に沿って設置ください。 
 
<周辺機器の接続> 
MiNT-ACC mini-100と周辺機器を接続します。 
 
次の要領で接続してください。 
 
1. USBキーボードを接続してください 
2. USBマウスを接続してください。 
3. DVI-Iポートにディスプレイ装置を接続して 
 ください。 
 VGAアダプタを使用してD-Sub15端子に変更  
 可能です。 
 
 初期セットアップ時はDVI-Iポートがメイン 
 画面になります。 
 
4. デュアルディスプレイにて使用する場合は 
 DVI-Dポートにディスプレイ装置を接続し 
 てください。 
5. ネットワークケーブルを接続してください。 
6. 電源コードをACアダプタに接続し、AC 
  アダプタのDCプラグを差し込みます。 
7. ACプラグをACコンセントに接続してくだ 
 さい。 
 

＜天面＞ 

11 

11.セキュリティスロット 
盗難防止のためにセキュリティワイヤ（別売）を 
取り付けます。 
 

12.VESAマウントキット取付穴 
VESAマウントキットを取り付けます。 
 

＜側面＞ 
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Step 5 本体の電源を落とす 

MiNT-ACC mini-100の電源を落とす場合、  
その前に必ずサーバとの接続を終了する   
必要があります。 

サーバとの接続を終了するには、次の操作を
行ってください。 

●アプリケーションに接続している場合 
 アプリケーションを終了させることにより、 
 サーバとの接続を終了します。 
 
●デスクトップに接続している場合 
 ①すべてのアプリケーションを終了します。 
 ②ログオフを選択します。 
 
すべての接続が終了できましたら、以下の   
どちらかの方法で電源を落とします。 
 
●クイック接続をご使用の場合 
 ①「電源オフ」アイコンをクリックします。 
 ②「電源を切る」をクリックします。 
  
●クイック接続をご使用でない場合 
 ①「START」をクリックします。 
 ②「電源を切る」をクリックします。 
 以降の設定は「MiNT-ACC mini-100 ユーザー

ズマニュアル」を参照ください。 
 

備考： 
Citrix XenApp/XenDesktop環境へ接続する場
合、接続方式によって利用可能な端末の運用
モードが異なりますので、ご注意願います。 
 

端末運用 ﾓｰﾄﾞ 

XenApp/XenDesktop 

接続方式 

Quick 

Connection 

ﾛｰｶﾙ 

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ 

ブラウザ（Web Logon） ○ 

毎回ｻｰﾊﾞｱﾄﾞﾚｽ
の入力が必要 

○ 

Receiver/PNAgent × ○ 

Program Neighborhood 

（公開ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ接続 

サーバ接続） 

× ○ 
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①VESAマウント取付用ネジ(大) 
   ・下記②にてディスプレイ装置とVESA 
   マウント取付不可の場合に使用 
②VESAマウント取付用ネジ(中)/本体固定用ネ

ジ 
   ・VESAマウントキットと本体取付に使用 
   ・ディスプレイ装置とVESAマウントキット 
    取付に使用     
③スタンド取付用ネジ(小) 
   ・スタンドと本体取付に使用 
    1. で取り外したネジをここに格納します。 
  
 注意：外したネジはなくさないでください。 
 

取付ネジの外し方 
 
(1) 平らな場所に紙または布を置き、その上に 
  スタンドを取付ネジが下を向くように置き 
  ます。 
(2) 取外穴に細いドライバの先を入れ、ネジを 
   外します。 

取外穴 

手順 3 
 VESAマウントキットを本体に取り付けます。 
 
 下図の向き（銘板を上側）にVESAマウント 
キット を置き、VESAマウントキット取付用 
ネジ(中)を使用して本体に取り付けます。 
 

VESAマウントキット取付手順 

MiNT-ACC mini-100へVESAマウントキット取付
手順を以下に示します。 
必ず、電源コードおよび周辺機器を外してから
実施願います。 
 
1. MiNT-ACC mini-100のスタンドを外します。 
 スタンドがVESAマウントキットになります。 
 （以降 スタンド：VESAマウントキット） 
2. VESAマウントキットから取付ネジを外します。 
3. VESAマウントキットを本体に取り付けます。 
4. VESAマウントキット(本体)をディスプレイ装置 
 に取り付けます。 
 

●取付手順 
 
手順 1 
 MiNT-ACC mini-100のスタンドを外します。 
 
スタンド側を上に向け、スタンドと本体を固定 
しているスタンド取付用ネジ(小)を外します。 
取り外したネジは手順 2 ③にて格納ください。 
 
 注意：取り外したネジは なくさないでください。 

手順 2 
 VESAマウントキットから取付ネジを外します。 
 

スタンド 

① 

② ② 

① 

③ 

手順 4 
 VESAマウントキット(本体)をディスプレイ装置 
 に取り付けます。 
 
 VESAマウント取付用ネジ(中)もしくは(大)を 
使用 してディスプレイ装置に取り付けます。 
 

 本体の向きは下図のように本体ロゴが向かっ 
て左側になるように取り付けてください。 
 
 注意：取付後に本体を引っ張ったり、本体を 
     持ってディスプレイ装置を持たないで 
     ください。 
     破損の原因になります。 
 
 

① 

Ａ 

Ａ Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ Ｂ 

Ｂ 

Ａ ディスプレイ装置取付用 
    ディスプレイ装置にあった取付穴を使用 
    してください。 
    取付には２ヶ所のみ使用します。 
 
Ｂ 本体取付用 
    取付には２ヶ所のみ使用します。 
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仕様

TI ARM 1.0GHz

1GB　（オンボード）

512MB　（オンボード）

USB USB x4　（前面 x2 / 背面 x2）

ネットワーク 1000BASE-T/100BASE-TX／10BASE-T x 1

DVI-I x 1 ， DVI-D x1

最大解像度　1920 x 1080 ドット

　　（ドットクロックが 165MHz 未満の場合に限り

 1920 x 1200 ドットもサポート）　　

オーディオ マイク入力 x1 ，ヘッドフォン出力 x1

入力：AC100Ｖ±10% 50/60Hz（ACアダプタ）

8W （アイドル時）　/　17W （最大負荷時）

39.5(W)×103.0(D)×143.0(H) mm　（突起含まず）

370g　（本体のみ）

VGAアダプタ、ACアダプタ、電源コード、

使用上の注意（保証書）

ディスプレイ

電源

消費電力

外形寸法

質量

付属品

項目

CPU

メインメモリ

フラッシュメモリ

インター

フェース

製品仕様 

 この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 

と、受信障害を引き起こすことがあります。 
 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

        ＶＣＣＩ－Ｂ 

Memo 

 株式会社ミントウェーブ 

 http://www.mintwave.co.jp  


