オフィスのワークスタイルを変える
MintWave のオフィスノート・シンクライアント。

ノートPCの省スペース性にセキュリティをプラス。
自分のデスクでも会議室でも、
社内のどこでも同じ業務環境を実現。
業務効率と高いセキュリティを両立します。

15.6 型ワイドデスクトップノート型シンクライアント

MiNT-ACC Note EA

MiNT-ACC Note EA

ミントウェーブだから、
できる。オフィスPCの機能をそのままに
セキュリティを高めて、TCOも削減できます。

大画面をオフィスで持ち歩く

MiNT- ACC Note EA は15.6 インチの大画面を
採用。社内の会議室や打ち合わせ場所など、ど
こででもストレスなく作業が可能です。

［利用イメージ］
サーバでの実行結果の
画面情報のみを
受け取って表示。

LAN/WANを介して
誰でも、どこででも、
同じ快適さで業務が行えます。

アプリはサーバで実行。
データやアプリは
サーバ側で集中的に管理。

サテライトオフィス

リモート管理ツール MintView に対応。

当社独自のリモート管理ツール「MintView」に
対応し、設定のコピーや端末のプロパティをリ
モートで変更可能。
大量の端末に配布する手間を大幅に削減するこ
とができます。

本社オフィス

自席

OSにLinux ベースのBasilware（自社開発
OS）
を採用。
Linux ベースの独自 OS を開発し、必要な機能の
みをコンパクトに格納。高速起動を実現し、ウィ
ルス感染の危険性を極めて低く抑えます。

会議室

テンキー搭載で、数値
入 力 の ストレスか ら
解放。

表計算やデータベース
構築など、ノート端末
では不便な数値入力も
ストレスなく行えます。

MiNT-ACC Note EA の仕様
型番

MiNT-ACC Note EA/U（Basilware モデル）

対応サーバー

Microsoft リモートデスクトップサービス、
Citrix Xen App、Citrix XenDesktop、VMware View

OS

Basilware（Linux）

搭載クライアント

RDP/ICA/VMware View Client

CPU

インテル ® Celeron ® プロセッサー P4600
モバイルインテル ® HM55 Express チップセット

チップセット
サイズ

15 .6 型 WXGA カラー液晶

Windows Embedded搭載モデルに比べ、

解像度

1366×768

ウィルス感染の危険性を極めて低く抑え

表示色

約 1,677 万色

Linuxベースの独自OS

ディスプレイ

ることが可能です。

メインメモリ

1GB

高速起動・高速描画

SSD

4GB 以上

Windows Embedded 搭 載 モ デ ル に 比

リモート管理ツール

MintView（オプション）

べ、約 1/2 の時間で起動します。また、約 2 倍の描画性能

サウンド機能

出力

インテル ® ハイ・デフィニション・オーディオ

を実現しました。

通信機能

LAN

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

無線 LAN

オプション

キーボード

キーピッチ 19mm

業務に合わせてカスタマイズ
Linux 向けには各種ドライバが公開されていない場合があ

入力装置

キーストローク 2.5mm

104 キー（テンキー付）

り、様々なご要望にお応えするため、ドライバ等もカスタマ
ポインティングディバイス

タッチパッド ×1

USB

2 . 0×3（右側面 ×2、左側面 ×1）

サーバーへの接続に特化したインターフェイスを搭載して

LAN

RJ - 45×1

おり、ユーザーによるソフトウェアのインストールや設定

サウンド

マイク入力 ×1、ヘッドフォン出力（ステレオ）
×1

変更は行えません。

ディスプレイ

VGA：ミニ D - SUB

イズしてご提供します。
ユーザーによる設定変更を防止

インターフェイス

左右クリック

15 ピン×1

HDMI：19ピン ×1

IEEE 802.1x 認証の標準サポート
IEEE 802.1x プロトコルと RADIUS サーバーによる認証機

カードスロット

ExpressCard

能をサポート。不正な PC の LAN 接続を排除し、ネットワー

メモリカード

3 in 1 スロット

クセキュリティを向上します。

電源

ACアダプタ

34 スロット

入力：AC100V〜240V±10％（50/60Hz）
出力：DC19V、3.42A

バッテリー
本 製 品 は エ プ ソ ン ダ イ レ ク ト 社 製 Endeavor PC を ミ ン ト
ウェーブがシンクライアントモデルにカスタマイズして販売・
保証する製品です。
※エプソンダイレクト（株）では本製品に関するお問い合わせの
受け付けは行っておりません。製品・保証に関するお問い合わ
せはミントウェーブへお願い致します。

リチウムイオンバッテリー（10 . 8 V / 4400mAh）

サイズ（幅 × 奥行き × 高さ）

378×253×37.5mm（突起部を除く）

質量（バッテリー含む）

約 2.6kg（基本構成時）

付属品

ACアダプター、電源コード、保証書他

標準保証

保証期間 1 年（センドバック保守）

ベースモデル エプソンダイレクト製

Endeavor PC

代理店
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ６Ｆ
TEL 050-3818-0202 FAX 050-3737-2003
ウェブサイト http://www.mintwave.co.jp
シンクライアント特設サイト

www.mintwave-special.com
＊ このカタログに記載されている会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
＊ このカタログに掲載されている当社製品の外観・仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。また、製品写真のモニタ画面は、一部、ハメコミ合成によるイメージです。
＊ このカタログの内容は、2014年 9 月現在のものです。

＊仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

