
型番

OS

CPU

チップセット

システム

メモリ※1

グラフィックス

ディスプレイ※2

ハードディスクドライブ※3

光学ドライブ

Webカメラ

サウンド機能

スピーカー

無線LAN※4

LAN

メモリーカードスロット

JANコード

動作周波数

キャッシュ

標準／最大

スロット数

TVチューナー

チューナー数

外部インターフェース

入力装置（付属）

ソフトウェア

Office※5

電源

エネルギー消費効率※6

本体寸法

本体質量

主な付属品

保証

AZ5750-F54F/F

4515777533997

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

インテル® Core™ i5-650 プロセッサー

3.20GHz（ターボ・ブースト利用時は最大3.46GHz）

インテル® スマート・キャッシュ 4MB（メインプロセッサーに内蔵）

インテル® H57 Express チップセット

標準4GB（2GB×2）／最大4GB

DDR3-1333MHz SDRAM／DIMM、デュアルチャンネル対応

DIMMスロット×2（空きスロット×0）

インテル® HD グラフィックス（プロセッサーに内蔵）

23インチフルHDカラー非光沢液晶（1920×1080）／16：9画面／

応答速度5ms／輝度300cd/m2／コントラスト比 最大1000：1／1670万色／

可視角度 水平160°・垂直160°

1TB 7200rpm（SATA）

ブルーレイディスクドライブ（書込対応）［DVDスーパーマルチドライブ機能搭載］

内蔵Webカメラ

第3世代ドルビーホームシアター、High-Definitionオーディオ

内蔵ステレオスピーカー（5W＋5W）

IEEE802.11b/g/n準拠

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

マルチカードリーダー：MMC（MMC、MMCmobile、MMCmicro、RS-MMC）、

SD、xD、MS（MS、MS Duo、MS PRO、MS PRO Duo）

［地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル］チューナー

1個

【本体右側面】USB2.0ポート×2、ヘッドフォンジャック×1、

マイクロフォンジャック×1

【本体左側面】マルチカードリーダー×1

【本体右後面】USB2.0ポート×6、PS/2キーボードポート×1、

PS/2マウスポート×1、ヘッドフォン／フロントスピーカー出力ポート×1、

マイク入力ポート×1、ライン入力ポート×1、イーサネット（RJ-45）ポート×1、

D-sub VGAポート×1、アンテナ入力端子×1（地上デジタル・BSデジタル・

110度CSデジタル）、B-CASカードスロット×1

マルチメディア・キーボード（USB）、光学マウス（USB）

Acer clear.f i、Acer eRecovery Management、Acer GameZone、

Adobe® Reader®、CyberLink® YouCam、McAfee® Internet Security Suite

（60日間体験版）、Nero® Essentialsライティングソフトウェア、

mAgicTV Digital（TVキャプチャーソフト）

Microsoft® Office Home and Business 2010

220W

W区分 0.64（65％）［2011年度省エネ基準達成率］

約496（H）×549（W）×129（D）mm（ディスプレイ最小傾斜［直立］時）、

約470（H）×549（W）×250（D）mm（ディスプレイ最大傾斜時）

約13kg

リモコン、B-CASカード、ユーザーズマニュアル、電源コード、保証書、初期セットアップガイド

1年間センドバック保証

※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。※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。※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 プリインストールされているMicrosoft® Office Home and Business 2010は、eRecoveryのシステム回復機能では復元できません。eRecoveryによるシステム回復後、別途再インストールしてください。
※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。＊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。＊リカバリCDは付属しておりません。＊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。

プライベートタイムをもっと楽しくする
ハイビジョンテレビ×ハイパフォーマンス。

いつもはT V。ときにはPC。

Aspire Z5750 Series

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。

●画面はハメコミ合成です。●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

©2011 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. 
Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, 
are the property of their respective owners.

〒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
URL：http://www.acer.co.jp/

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（2010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。

Acer Inc.について

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

省エネ法

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 Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、
Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、
Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon 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。●Dolby、ドルビー、Pro Logic及び
ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●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。

Windows®. Acer Windows 7.Windows®. Acer Windows 7.

2011年4月現在 MA.AZ5FF.APR 出典：ガートナー「Personal Computer Quarterly Statistics Worldwide By Region：Final Database」

※2010年第3四半期　出荷台数ベース　AcerはPC全体・ノートPCともに世界シェア第2位
http:// www.acer.co.jp/

0570-016868
ナビダイヤル

エイサーならプロのスタッフに気軽に相談できるから安心！
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。

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。

エイサーサポートWeb

http://www2.acer.co.jp/support/

「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

※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。

PHS、IP電話からは、
06-7634-9100をご利用ください。



DVD

DVD

映画館なみの豊かな臨場感をもたらす高性能なドルビーホームシアターv3を

搭載。奥行きのあるダイナミックなサラウンド音響で楽しめます。

映画館なみのサラウンドサウンド。
スピーカーの別途購入も設置スペースも不要。内蔵スピーカーによるすっきりとした環境は

もちろん、高音質でエンターテインメントを満喫できます。

高音質のステレオスピーカーを内蔵。

ブルーレイディスクドライブ搭載により、ハイビジョン番組の保存は

もちろん、映画や海外ドラマなどのブルーレイタイトルをいつでも

好きなだけ鑑賞できます。

手軽にブルーレイタイトルを満喫。
映像のディテールまでクリアに色鮮やかに再現し、ゲームなどもスムーズな動きで楽しめる、

描画性能に優れたインテル® HD グラフィックスを採用しています。

ビジュアルもハイクオリティ。

ハイビジョン番組の視聴から長時間録画・保存まで思いのままです。TV Style

美しいビジュアルと豊かなサウンドでシネマを鑑賞できます。AV Style PCとしても使いやすく、スマートな性能・機能を発揮します。PC Style
自動的にスピードアップするインテル® Core™ i5  プロセッサーと

大容量4GBメモリにより、どんな作業もストレスなく快適に行えます。

高速処理で動作がいつも快適。

無線LAN対応により、ケーブルによる設置場所の制約がありません。どのお部屋に置いても

ネットにアクセスできます。

どこに置いてもネットにアクセス。

Webカメラ付きなので、ビデオチャットが手軽に楽しめ、オンラインのレッスンなども

すぐに始められます。

ビデオ通話も自由自在。

写真の加工やレポートの作成、収支計算など、幅広く使えるOffice 

Home and Business 2010をプリインストールしています。

幅広く使える便利なソフト。

フルハイビジョン映像の美しさをそのまま映し出すフルHDカラー液晶を搭載。画面が大きく、

表示領域も広いので、番組表のチェックなども快適に行えます。

フルHDの高精細23インチ大画面で視聴。

地上デジタル放送／BSデジタル放送／110度C S

デジタル放送に対応したテレビチューナーを内蔵。

3波の美しく多彩なフルハイビジョン番組が選り取り

見取りで楽しめます。

地上・BS・110度CSデジタル放送に対応。

専用のリモコン付きだから、チャンネルの切り替えや

ボリューム設定などが、通常のテレビ感覚で簡単に

行えます。画面に表示された「リモコン」を使えば、

マウスで操作することも可能です。

いつものテレビ感覚で簡単に操作。

デジタル放送も、ホームシアターも、ホームワークも。

その時の気分で自由にスマートに楽しめる

マルチスタイルのプレミアムなオール・イン・ワン。

Premium “ALL-IN-ONE” AZ5750-F54F/F

Watching! Recording! Dubbing!

※映像によっては、正確にCMを検出できない場合があります。

内蔵ハードディスクのほか、外付けハードディスクに

録画することも可能。増設すれば、多彩な番組を

さらに録画して楽しむことができます。

外付けハードディスクへの録画にも対応。

見たい番組をスマートに録画予約。

番組名やタレント名などの「キーワード」を設定するだけで、その条件にあった番組を

自動的に録画してくれます。

おまかせ録画

ダビング10対応により、録画した番組をブルーレイディスクやCPRM対応のDVDにダビング

（コピー／ムーブ）することができます。コピーワンス番組のムーブにも対応しています。

メディアへの保存も思いのまま。

録画した番組をハイビジョン画質のままブルーレイディスクに残せるBDムーブに対応。

保存した映像はPCやブルーレイ対応機器などで、美しい高画質映像のまま見られます。

きれいなハイビジョン画質で保存。

便利な「CM自動検出」機能により、CMカットの編集が手間いらず。ピックアップされた不要な

CMのシーンを選ぶだけで簡単にカットできるので、ドラマから映画まで、ノーCMでメディアに

保存できます。

ノーCMでメディアにキープ。

23
inch

外付けHDD

録画した番組

ブルーレイ
ディスク

EPG（電子番組表）を見ながら、録画したい

番組をダブルクリックするだけで予約が

完了します。

カンタン録画予約

放送時間がズレても、自動で時間追従して

くれるので、録画予約していた番組を録り

逃がす心配がありません。

番組追従録画

自動修正で、しっかり録画！

予約時

変更が
あった場合

予約

予約延長

ブルーレイ
ディスク

CM

最大15倍録画のほか、1TBの大容量ハードディスクを搭載しているので、見たいドラマを全話、

丸録りしたり、気になる映画をいろいろ録画して楽しめます。

気になる番組をすべて録画。

※BS・110度CSデジタル放送のフルハイビジョン映像（約24Mbps）を「DRモード（MPEG2-TS形式、約24Mbps）でそのまま録画
した場合」と「HR15モード（MPEG4-AVC/H.264形式、約1.6Mbps）でトランスコード録画した場合」の比較。地上デジタル放送
（約17Mbps）をHR15モード（約1.6Mbps）で録画する場合は約10.6倍になります。

デジタル放送の解像度を維持しながら圧縮処理する高度なトランスコード機能により、

フルハイビジョン映像の美しさのまま、最大15倍もの長時間録画が可能です。

ハイビジョン画質のまま最大15倍録画※。

デジタル放送

トランスコード

フルハイビジョンのまま長時間録画できる！

「MPEG2-TS」形式

最大15倍録画＆大容量HDD

「MPEG4-AVC/H.264」形式

録画時間が超ロング！
すぐ録画容量がいっぱいに・・・

通常録画＆小容量HDD

DRAMA

MOVIE

MOVIE

DRAMA

MOVIE

MOVIE

DRAMA

DRAMA

DRAMA

DRAMA

MOVIE

DRAMA MOVIE

USB

Windows®. Acer Windows 7.


