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A c er Wi ndo ws Mixed R ealit y ヘッドセット

AH501

今まで 感じたことの ない 世 界 へ Windows
ws Mixed Reali
Reality

縦横無尽なWindows Mixed Reality体験を
この春、Acer Windows Mixed Realityヘッドセットがさらに使いやすくなって新登場！
Windows Mixed Realityヘッドセットとは、現実世界と仮想空間がリアルタイムに影響し合う複合現実（Mixed Reality）という空間を体感できる
次世代インターフェースのこと。内蔵された2つのセンサーがユーザーの動きを瞬時に認識し、360°
に広がるスクリーンと連動して壮大な空間を
映し出します。モーションコントローラーを使いながら空間内を自由に移動することで、これまで経験したことのない没入感を体験できるのです。
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複合現実

現実の世界とデジタルの世界が複合的
につながり、影響し合う新体験の空間の
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こと。拡張現実（AR）と仮想現実（VR）を

拡張現実

これまで部屋の工事や複雑な設定が必要だった仮想現実の世界。Windows Mixed Reality

95

仮想現実

はインサイドアウト方式
のトラッキングシステム

併せ持つ複合現実＝Windows Mixed

をヘッドセットに内蔵。

Realityは、Windowsベースの革新的な

ハードウェアを壁に取り

技術に支えられた最先端プラットフォーム。全世界に広く普及しているWindows

付けることなく、視界の

プラットフォームだからこそ、身近なWindows搭載パソコンを使って手軽に今

広い複合現実の世界を

まで感じたことのない世界を体感できます。

手軽に楽しめます。
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イン サ イドア ウト方 式 のトラッキン グシ ス テ ム を 内 蔵し た A c e r
Windows Mixed Realityヘッドセット。視界の広い壮大な空間を楽
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動きもキャッチ。視点を動かしたり、空間内を移動するとそれに応じて
Windows Mixed Reality内の位置も変わり、よりリアルな体験が
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できます。
上 下 前 後 左 右 の 6自由 度
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Windows 10 Fall Creators Update以降のOS搭載のＰＣとヘッド
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しめます。また、高い自由度の位置トラッキング「6自由度」で、細かい

セットを接続。プレイスペースをセットアップして準備は完了です。
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これまでの楽しみ方
（外部センサーを設置）

Windows Mixed Reality
（外部センサーの設置不要）

。
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個人差のある瞳孔間距離（ＩＰＤ）。新しくなった
ヘッドセットは個人に合わせてIPDを正確に調整
できるように 。ヘッドセット搭 載 のダイヤ ルを
使って54-69㎜まで最適な位置を選ぶことで、
より快適なWindows Mixed Reality体験を
実現しました。
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2 つ の 2 . 8 9 型 液 晶 ディスプレ イは 2 8 8 0×
1440ピクセル（単眼で1440×1440）の高解像
度映像を最大90Hzのリフレッシュレートで表示。
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ボディがさらに使いやすく。レンズ部とヘッドストラップ部の取り外しが可能になり、お手入れが
しやすくなりました。大人数でシェアしながら使う際も安心です。また、レンズ部を取り外すことで
コンパクトになり持ち運びや保管時も場所をとらずスマートです。

また、サウンドにはインテグレーテッドオーディオ
システムを採用。サウンドがダイレクトに耳に届き、
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臨場感と没入感を味わえます。

ヘッドストラップ後部にダイヤルを設置し、

※画像はイメージです。

頭の形に合わせてぴったり装着できるよう
調整可能。使用中に一時中断したい時は、バ
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Windowsストアから豊富なコンテンツを入手可能。様々なジャンルからお好みのコンテンツを選び、
Windows Mixed Realityの世界を楽しめます。

イザー部分をサッと上げるだけで現実世界
へ。わざわざヘッドセットを頭から外す必要は
ありません。また、ストラップに特大パッド
を採用することで快適にフィット。バイザー
を上げてもずれることがありません。
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付属のモーションコントローラーを使えばよりインタラクティブな操作が可能に。内蔵する
6軸加速度センサーとヘッドセットのセンサーカメラがコントローラー上のマーカーを
読み取り、位置や動きの速さなどを検知。より没入感の高い世界を楽しめます。
感の高い世界を楽しめます。
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●本カタログ内のイラスト・写真はイメージです。

主な仕様

使用ＰＣ要件

型番

AH501

JANコード

4515777560894

視野（FOV）

100°
（ハイブリッドフレネルレンズ）

ディスプレイサイズ

2.89型×2

解像度

2880×1440（単眼：1440×1440）

PPI（Ｐixel per Ｉnch）

706

液晶モジュール
（LCM）

Impulse backlight LCD

リフレッシュレート

60Hz（ HDMI 1.4）/ 90Hz（ HDMI 2.0）

IPD（Interpupillary Distance）

Windows Mixed Reality Ultra
[ OS ]
[ CPU ]

Windows 10 Fall Creators Update 以降
（第4世代デスクトップ）
、
クアッド コア以上
Intel® Core™ i5 4590
AMD Ryzen 5 1400 3.4GHz
（デスクトップ）
、
クアッド コア以上
[ システムメモリ ]
8GB DDR3 以上
[ ストレージ ]
10GBの空き
[ グラフィックス ]
互換性のあるGPU: NＶ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ａ® GeForce GTX 1060以上のDX12に対応した独
立型GPU、
AMD Radeon RX 470/570以上のDX12に対応した独立型GPU
[ グラフィックドライバー ] Windows Display Driver Model
（WDDM）2.2
[ ディスプレイ ]
外部または統合型VGA
（800×600）
ディスプレイ
[ 映像出力 ]
HDMI 2.0×1
[ USB ]
USB 3.0 Type-A×1
[ Bluetooth® ]
Bluetooth® 4.0

54〜69㎜

本

トラッキングセンサー

ジャイロスコープ、加速度計、磁力計、近接センサー

体

トラッキングカメラ

B+W VGA カメラ

オーディオ

内蔵ステレオ・スピーカー×2、内蔵マイクロフォン×2、
3.5㎜ヘッドフォン/スピーカー・ジャック×1

各部名称

ケーブル

HDMI 1.4/2.0 + USB 3.0ケーブル
（4m）

カラー

ステラブルー

Windows Mixed Reality

本体サイズ

350（Ｌ）
×190（Ｗ）
×178（Ｈ）㎜（ハードストラップ装着時）
73（Ｌ）
×178（Ｗ）
×101（Ｈ）㎜（光学システムのみ）

[ OS ]
[ CPU ]

840g（ ハードストラップ装着時）、500g（ 光学システムのみ）

本体質量

モーションコントローラー×2、ヘッドフォン×2、ハードストラップ
（光学システムに取り付け済み）、保証書

付属品
モーション
ヘッドフォン
コントローラー

保証期間

1年間センドバック保証

電源

単三電池×2 ※試供品4個付き。コントローラー1個につき2個必要です。

PC接続

Bluetooth®

本体サイズ

154（W）
×120（Ｈ）
×120（Ｌ）㎜

本体質量

180g（ 電池装着時）、130g（ 電池なし）

PC接続

3.5㎜オーディオジャック

本体サイズ

185（W）
×54（Ｈ）
×43（Ｌ）㎜

本体質量

80g
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Windows 10 Fall Creators Update 以降
（第7世代モバイル）
・Intel® ハイパースレッディング
Intel® Core™ i5 7200U
テクノロジー対応のデュアル コア以上、AMD Ryzen 5 1400 3.4GHz
（デ
スクトップ）
、
クアッド コア以上
[ システムメモリ ]
8GB DDR3 デュアルチャネル
[ ストレージ ]
10GBの空き
[ グラフィックス＊ ]
互換性のあるGPU: 統合型Intel® HD Graphics 620以上のDX12に対応した
統合型GPU、NVIDIA® MX150独立型GPU、NVIDIA® GeForce GTX 1050
独立型GPU、NVIDIA® 965M独立型GPU、AMD Radeon RX 460/560
[ グラフィックドライバー ] Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2
[ ディスプレイ ]
外部または統合型VGA
（800×600）
ディスプレイ
[ 映像出力 ]
HDMI 1.4×1
[ USB ]
USB 3.0 Type-A×1
＊以前のIntel GPU
（HD Graphics 4xx、5xx、2xxx、3xxx、
[ Bluetooth® ]
Bluetooth® 4.0
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4xxx、5xxx、6xxxはサポートされていません。
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●上記ガイドラインを満たしたすべてのPCでの動作を保証するものではありません。●最適な動作を実現できるのは、大型のノート PC (画面サイズが15インチ以上) です。●最良のエクスペリエンスを得るためには、第8世代Intel® Core™または第7世代Intel® Core™ i5プロセッサーをお勧めします。●ハイブリッド グラフィックス構成は、Windows Mixed Reality Ultra
とのみ互換性があります。ハイブリッド構成で使用する独立型グラフィックス アダプターは、独立型グラフィックス アダプター向けのWindows Mixed Realityガイドラインに記載されているすべての要件を満たしている必要があります。●Windows Mixed Reality Ultra が実行される独立型グラフィックス カードがあり、
その既定のリフレッシュ レートが60Hz
（1秒あたり60
フレーム）
の場合は、
フルサイズDisplayPort-HDMI 2.0アダプターを使ってヘッドセットを差し込み、90Hzのリフレッシュ レートを有効にしてください。●13歳未満のお子様は、本製品をお使いにならないでください。●13歳以上のユーザーにおいても、ユーザーガイドをよくお読みになり、注意事項に従ってご使用ください。本製品を使用することによる健康への影響およ
び将来起こり得る影響について十分ご理解のうえご使用ください。●本製品使用中は視界が完全に遮断されますので、常に周囲の状況に注意を払い、十分に安全なスペースと環境を確保のうえ、
ご使用ください。●長時間の使用は避け、必ず30分毎に10分から15分の休憩を入れてください。
また、不調を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
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よくあるお問い合わせ
（FAQ）
やキーワード検索など、
お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューを
ご用意。
メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

ドライバと
マニュアル

検索

製品保証

チャット

日本エイサーホームページ上部の「サポート」を
クリックまたは acerjapan.comへアクセス。

＊番号をよくお確かめのうえ、
おかけください。
＊通話料はお客様のご負担となります。

ฯৄγʖϑηʤ೧ؔʥ
製品のご購入日から1年間は、製品を弊社修理センターまでお送りいただければ無償※にて修理を
承ります。※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。

正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル（弊社ホームページよりダウンロード）」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。

日本エイサー株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング18F

Acer Ͷͯ͏ͱ

著作権についてのご注意

受付時間（年中無休）

011-330-2816 9:00〜19:00

メール

●© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●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 Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、
Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、
アメリカ合
衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●HDMIおよびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけ
るHDMI Licensing, LLCの登録商標または商標です。●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。

ナビダイヤル

IP電話の方はこちらへ

重要な
お知らせ

安全に関するご注意

商標について
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acerjapan.com

1976年の創業以来、Acerはハードウェア＋ソフトウェア＋サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製
品の研究、デザイン、
マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、
プロジェクター、
サーバー
（国内未発表）
、
タブレット、
スマートフォン、
ウェアラブル（国内未発表）
に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT
(Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして
現在、
全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。詳細はwww.acer.co.jpをご覧ください。
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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、損害賠償を含む補償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。
●製品画像は実物とは異なります。●画面はハメコミ合成です。●イラスト・写真はイメージです。●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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日本エイサー公式 Facebook ページ

http://www.facebook.com/AcerJapan
日本エイサー公式 Twitter アカウント

https://twitter.com/AcerJapan
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日本エイサー公式 Instagramアカウント

https://www.instagram.com/acer_japan/
このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。
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