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“DX 時代のビジネス・生活に溶け込むデジタル空間を提供”

【aiwa デジタル】第１弾プロダクト情報解禁！
タブレットやスマートウォッチなど 6 機種がラインナップ
ブランドイメージキャラクターには「石橋凌」氏
JNS ホールディングス株式会社の子会社である JENESIS 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 淳一 以下、
JENESIS）は、本日開催した製品発表会にて、【aiwa デジタル】第 1 弾プロダクトの詳細およびブランドイメージキャラクターを発表いたし
ました。
JENESIS では、長年にわたり中国・深圳の自社工場で培ってきた品質への取り組みや、日本国内の保守・カスタマーサービス拠点
を中心としたサポート展開を礎として、新たに「aiwa」ブランドにおけるデジタル製品シリーズを立ち上げました。
本日、第１弾プロダクトの発売に先駆けて製品発表会を開催し、デジタル製品や家電を中心とした多くのメディア関係者ご出席のも
と、発売予定の製品ラインナップやスペックなどの詳細情報を解禁いたしました。ビジネスからパーソナルまで幅広く活用できるマルチ
ユースなタブレットやスマートフォン、日常使いはもちろん血中酸素濃度の測定やスポーツにも最適な機能を多数搭載したスマートウ
ォッチなど、機能性と品質を兼ね備えた主要ラインナップをご紹介しております。※詳細は次項参照
さらに【aiwa デジタル】のブランドイメージキャラクターとして、俳優・ミュージシャンである石橋凌氏を起用することを発表いたしまし
た。各方面で挑戦を続け、多彩な経歴を持つ同氏とタッグを組むことで、ブランドに込められた「変わり続けるものが本物になる」という
コンセプトをより強固なメッセージとして発信し、「aiwa」との親和性の高いミドル世代を中心に各種プロモーションを展開してまいりま
す。
▼「aiwa デジタル」イメージキャラクター 石橋凌氏

なお、本日の発表会における内容は aiwa デジタル公式サイト(https://www.aiwa-digital.com)にて後日アーカイブ配信を予定しており
ます。ぜひご覧ください。(8 月中公開予定)
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≪「aiwa デジタル」シリーズについて≫
aiwa は日本で初めてラジカセを発売し※1、大ヒットとなったヘッドフォンステレオ「カセットボーイ」を筆頭に、数々の人気製品を生み
出してきたブランドです。国内にとどまらずアジアをはじめとした海外でも高い人気を誇り、当時の日常における音楽をより身近なも
のにした一方、デジタルや IT 化の潮流に乗り切れず、2008 年にはブランド使用の一時停止に至りました。
JENESIS では、aiwa ブランドのデジタル分野における商標使用権を取得し、現在のデジタル社会に浸透する製品を展開すべく本
シリーズを立ち上げました。

中国・深圳の自社工場による、壊れにくく信頼性の担保を重視した量産設計ノウハウや、部品一つひとつの細部まで徹底的に追
い込んだ品質への拘りと、国内に保有するお客様サポートセンターによる、エンドユーザーに寄り添ったコールサポートや修理サ
ービスを通じて、DX 時代におけるビジネスや生活のシーンに溶け込むソフトウェアとハードウェア一体型の製品およびサービスを
展開し、全世代のユーザーに対してシームレスなデジタル空間を提供してまいります。

■第 1 弾プロダクト 主要ラインナップ
※ａｉｗａデジタルシリーズ公式オンラインストア「aiwa デジタルダイレクト」より、9 月 7 日（水）以降順次発売予定

●10.3 インチタブレット PC「JA2-TBA1001」
公式オンラインストア発売記念特価： 39,800 円（税込）
製品ページ：https://aiwa-digital.com/products/ja2-tba1001/
オクタコア CPU / Gorilla®ガラス / IP65 タフなフラッグシップモデル
・android 12
・10.3 インチ
・Mediatek MT8183
・2000✕1200px・メモリ 4GB
・ストレージ 64GB
・IP65 防水防塵
・Gorilla®ガラス

●10.1 インチタブレット PC「JA2-TBA1002」
公式オンラインストア発売記念特価： 19,800 円（税込）
製品ページ：https://aiwa-digital.com/products/ja2-tba1002/
コストパフォーマンスとスペックのバランス◎のエントリーモデル
・android 12
・10.1 インチ
・Mediatek MT8168
・1280✕800px・メモリ 4GB
・ストレージ 32GB
・G+P 10 点マルチタッチ
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●8 インチタブレット PC「JA2-TBA0801」
公式オンラインストア発売記念特価： 16,800 円（税込）
製品ページ：https://aiwa-digital.com/products/ja2-tba0801/
手軽な 8 インチ android タブレット アルミ製ナロースリムボディのエントリーモデル
・android 12 （Go edition）
・8 インチ
・Mediatek MT8168
・800✕1280px・メモリ 2GB
・ストレージ 32GB
・GPS

●10.5 インチ Windows 2in1 タブレット PC「JA2-TBW1001」
公式オンラインストア発売記念特価： 49,800 円（税込）
製品ページ：https://aiwa-digital.com/products/ja2-tbw1001/
Windows11Pro Intel CPU 搭載 3:2 インチ液晶に専用キーボードを標準搭載した 2in1 モデル
・Windows 11 Pro 64bit
・10.5 インチ
・Intel Celeron N4020
・1920✕1280px・メモリ 4GB
・ストレージ 64GB
・USB type-c ポート×2
・micro HDMI ポート

●6.5 インチスマートフォン「JA2-SMP0601」
公式オンラインストア発売記念特価： 16,800 円（税込）
製品ページ：https://aiwa-digital.com/products/ja2-smp0601/
android 12 （Go edition） コストパフォーマンス◎のエントリーモデル
・android 12 （Go edition）
・6.5 インチ
・UNISOC T310
・720✕1600px
・メモリ 2GB
・ストレージ 32GB
・nanoSIM スロット×2
・IP52

●スマートウォッチ「JA2-SMW0001」
公式オンラインストア発売記念特価： 5,800 円（税込）
製品ページ：https://aiwa-digital.com/products/ja2-smw0001/
IP67 防水防塵 血中酸素濃度も測定できる充実機能
・IP67防水防塵
・心拍数、心拍変動、血中酸素濃度、睡眠モニター
・20種類以上のスポーツモード
・スマートフォン通話対応
・1.8 インチ液晶
・専用アプリ
・マグネット式専用充電ケーブル

※ 記載の情報はリリース時点での予定であり変更になる場合があります。
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■aiwa デジタル 公式サイト： https://www.aiwa-digital.com
■販売元： JENESIS 株式会社

※1 国立科学博物館「産業技術史資料データベース」より
https://sts.kahaku.go.jp/sts/detail.php?no=104810541015&c=&y1=&y2=&id=&pref=&city=&org=&word=TPR-101&p=2

＜JENESIS について＞
【商 号】JENESIS 株式会社
【本 社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館
【設 立】2012 年 2 月
【代表者】藤岡 淳一
【URL】https://www.jenesis.jp
【事業内容】電子機器・情報機器等の製造・企画・開発・輸入・販売

＜JNS ホールディングスについて＞
【商 号】JNS ホールディングス株式会社
【本 社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館
【上場市場】東京証券取引所 プライム市場 （証券コード：3627）
【U R L】https://www.jns.inc
【代表者】池田 昌史
【グループ事業内容】
◆コネクテッドソリューション事業
深圳のサプライチェーンを活用したコネクテッドデバイスの企画/開発/製造とデバイス・クラウド・ネットワーク一体型ソリューションの
提供
◆ビジネスイノベーション事業
ソフトウェア開発、システムインテグレーション、 AI、クラウド技術等を活用したビジネスイノベーションを実現するソリューション＆サー
ビスの提供
◆ライフデザイン事業
知育・教育、健康、マネー、エンターテインメント等におけるデジタルテクノロジーを活用したライフデザインサービスの提供

＜このニュースリリース・素材の提供に関するお問合せ先＞
JNS ホールディングス株式会社
担当： 経営管理部 広報チーム
Email：info@jns.inc
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館
https://www.jns.inc/
※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。
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