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機器接続がワイヤレススタイルで便利。
デジカメ写真のプリントアウトもヘッドフォン接続もワイヤレスで
行える便利なBluetooth®2 .1に対応しています。

思ったその場で
ネット検索からメールまで。

Wi-F i®に適合した無線LAN機能を搭載して
いるので、いつでもどこでも手軽に
ネットにアクセスして楽しめます。

屋外でも大画面＆鮮明表示による
見やすさ。

使いやすい10.1インチのワイド大画面。
独自技術により、屋外でサイトなどを開いても
くっきり見やすく表示されます。

薄型・軽量設計だから
持ち運びもらくらく。

厚さはわずか約25.2mm。しかも質量は
500mlのペットボトル約2本分。
カバンに入れてらくらく持ち運べます。

ブラウジングもダウンロードも
思いのまま。

高性能に進化した新型のインテル® AtomTM 
プロセッサーを採用。ストレスを
感じることのない快適な使いごこちです。

93％キーボードで
スムーズにタイピング。

大きくて打ちやすいキーデザインにより、
検索時の入力もメール作成時の
タイピングなどもスムーズに快適に
行えます。
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世 界 で 一 番 売 れ て い る エ イ サ ー の ネ ッ ト ブ ッ ク 。※ http:// www.acer.co.jp/

Windows® XP Home Edition 正規版



※1 共有システムメモリは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリは、システムメモリの実際の総容量とは異なる
場合があります。また、共有システムメモリは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。メモリの交換・修理などは決してご自身で行わず、日本エイサーカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。※2 液晶
ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。ディスプレイ仕様解像度に対応していないアプリケーション
によっては、正しく表示できない、またはご利用できない場合があります。※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。プリロードされたデータや操作環境、さらにハードディスク内のeRecoveryソフトウェアのリカバリディスク領域があることによって、フォー
マットされたシステムの容量は実際より少なく表示されます。※4 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※5 バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定等により
変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなることがあります。※6 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100％以上
200％未満、AAは200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。※7 ITW（International Travelers Warranty：国際保証規定）があれば、保証期間中に世界の所定の地域で持ち込みサービスを受けることができます。弊社の認定ITWサービスオフィスに連絡するか、
または製品をお近くのサービスオフィスに持ち込んで修理することができます。ただし、留学就労ビザは対象外です。＊長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。パソコンの冷却の為であり、異常ではありません。＊製品は衝撃に強い設計となって
おりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。＊搭載ハードディスクにおけるパーティションおよびファイルシステムの改変が行われた場合、リカバリシステムの動作は保証いたしません。＊プリインストールされているOS
以外はサポート対象外となります。＊製品保証は、不適切な取り付けや誤使用、不適切なお手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、あるいはソフトウェアの不具合、通常の磨耗、acer以外の第三者による分解・改造には適用されません。また、acerはacerの責任が及ば
ない不履行、作為、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて｢保証規定｣をご参照ください。＊D2Dリカバリ（再セットアップ領域を利用したDisk to Disk リカバリ）を採用しています。リカバリCDは付属しておりません。
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メモリ※1

10/100Mbps Fast Ethernet

Bluetooth®2.1＋EDR

メモリーカードスロット［All in Oneカードリーダー］×1（SD、MMC、RS-MMC、

MS、MS PRO、xD対応）、USB2.0ポート×3、RGBアナログ出力ポート×1、

ヘッドフォン／スピーカー／ラインアウトジャック×1、マイクロフォンジャック×1、

イーサネット（RJ-45）ポート×1、ACアダプター用DCインジャック

Acer eRecovery Management、MyWinLocker、eSobi™（90日間体験版）、

Acer Crystal Eye Webcam、Acer Launch Manager、Acer GameZone、

McAfee®セキュリティソフトウェア（60日間体験版）、Norton  Onl ine  Backup、

Adobe® Reader®、Windows Media® Player、Windows® Internet Explorer® 8

88キー・日本語キーボード

40W ACアダプター（100V-240V、50／60Hz）

約4時間（3Cell）

2007年度省エネ基準達成率　i区分 0.00052(AA)

258.5（W）×185（D）×25.2（H）mm

約1.1kg（3Cellバッテリー搭載時） 

1年間センドバック保証／1年間制限国際旅行者保証（I TW）※7

Windows® XP Home Edition 正規版（SP3）

インテル® Atom™ プロセッサー N450

1.66GHz

512KB

667MHz 

インテル® NM10 Express チップセット

（インテル® GMA 3150内蔵）

標準1GB（1GB×1）／最大1GB

DDR2-533/667MHz SDRAM／soDIMM

soDIMMスロット×1（空きスロット×0）

10.1インチ WSVGA（1024×600）、Acer CrystalBrite™光沢液晶、

輝度200nit（High-Brightness）、LEDバックライト、1670万色

Acer Crystal Eye Webカメラ (30万画素）

160GB 5400rpm

2ステレオスピーカー／マイクロフォン内蔵

Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n（Wi-Fi®適合）ネットワーク・コネクション、

Acer SignalUp™ wirelessテクノロジー 搭載

Windows® XP Home Edition 正規版

PCを快適にスムーズに楽しめる機能的なWindows® 
XPをOSに採用しています。

約4時間のバッテリーライフ

こまめに電源をOFFにすれば、ワンチャージでより
長時間の使用も可能です。

ゆとりの160GBハードディスク

ダウンロードした画像や映像も余裕で保存できる
大容量を確保しています。

便利なAll in Oneカードリーダー 30万画素のWebカメラ

ビデオチャットやオンライン英会話などがなめらか
な映像で楽しめます。

型番

JANコード

AO532h-CPK11

4515777524513

サファイアブラック
（ブルー×ブラック）

Sapphire Black

型番

JANコード

AO532h-CPW11

4515777524537

パールシルバー
（ホワイト×シルバー）

Pearl Silver

型番

JANコード

AO532h-CPR11

4515777524520

ルビーレッド
Ruby Red

デジカメなどの記録メディアを挿入するだけで
手軽にデータを取り込めます。

※ネットブック世界シェアNO.1。2009年第2四半期（テクノ・システム・リサーチ調べ）

安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。
水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。
●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

●お問い合わせ・ご用命は
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日本エイサー株式会社

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです（2009年第3四半期に
おいて、Gartner Dataquest）。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、
世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。
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0570-016868
ナビダイヤル フリーダイヤル 

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。

無償保守サービス（1年間）

※お申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された保証書が必要です。

エイサーサポートWeb

10：00～18：00（月～金曜日）
※土・日・祝日・年末年始・当社指定休業日を除く。

24時間365日
いつでもお気軽に
お電話ください。

製品のご購入日から1年間は、製品を弊社までお送りいただくだけで無償にて修理を承ります。 「よくあるご質問」をQ＆A形式で掲載。画像や図などを用いて、わかりやすく解説しています。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

0120-561-813

ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらへ。

エイサーご購入ホットライン

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。

著作権についてのご注意
本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている
素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有しない場合か、著作権保有者から
複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。
ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

J-Moss
グリーンマーク

グリーン
購入法

国際エネルギー
スタープログラム

商標について
●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標
または商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Insideは、アメリカ合衆国
およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●その他、記載されているシステム名・製品
名は、各社の登録商標または商標です。

PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。※通話料はお客様のご負担となります。


