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●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。●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。

安全に関するご注意

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。

〒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
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または商標です。

商標について

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。

著作権についてのご注意

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！

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。

011-330-2816PHS・IP電話の方はこちらへ

受付時間 9:00〜21:00（年中無休）

Business DN’A

エイサーブランドの法人モデルを

幅広くご紹介。詳しい製品情報や導入

事例などがご覧いただけるほか、

個別製品に関するお問い合わせや

見積依頼なども本サイトから簡単

に行えます。

http://www.biz-dna.jp/

法人向け
専用サイト

＊日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

エイサーサポートWeb

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

保証サービス（1年間） オンサイト保守サービス

末永く安心してお使いいただけるよう、

オンサイト保守サービスをご用意して

います。詳細は販売代理店にお問い

合わせください。

「お問い合わせ」を選んだ後、「オン

ラインサポートはこちら」をクリック

すると、Acerオンラインサポートが

ご利用いただけます。

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。

0570-01-6868

＊ネットブック、タブレット、モニター、Chromebookは
適用外です。

型番

OS
Office
ディスプレイ※1
プロセッサー

セキュリティチップ

チップセット

システムメモリ※2

ストレージ※3
グラフィックス

光学ドライブ

LAN
無線LAN※4
カードリーダー

USB
外部接続

指紋認証

Bluetooth®

Webカメラ

オーディオ

スピーカー

映像出力

音声出力

入力装置

バッテリー※5
本体寸法

本体質量

本体色

主な付属品

保証

JANコード

動作周波数

キャッシュ

標準/最大

スロット数

※1 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。※2 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。※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などによって、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 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。＊リカバリC D 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。

C720
4515777552882

Google Chrome OS
−

11.6型（WXGA［HD］、1366×768）/16：9画面/LEDバックライト/非光沢パネル

インテル® Celeron® プロセッサー 2955U
1.40GHz

インテル® スマート・キャッシュ 2MB（メイン・プロセッサーに内蔵）

TPM v.1.2
−

標準4GB（オンボード 4GB）/最大4GB［増設・変更不可］

DDR3L-1600MHz SDRAM
0（空き×0）

16GB SSD（SATA）

インテル® HD グラフィックス（メイン・プロセッサーに内蔵）

−

−

IEEE802.11a/b/g/n準拠

SDカードリーダー

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×1
−

−

Bluetooth®4.0準拠

HD Webカメラ

High-Definitionオーディオ準拠

内蔵ステレオスピーカー×2
HDMI™ポート（HDCP対応）×1

ヘッドフォン/スピーカージャック×1
Acer FineTipキーボード（78キー/日本語)、タッチパッド

3セル（約8.5時間）

約19.05（H）×288（W）×204（D）mm
約1.25kg（内蔵バッテリー含む）

グラナイトグレイ

65W ACアダプター、ACケーブル、クイックセットアップ、保証書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証（ITW）※6

Chromebook C720

まったく新しいスタイルの

ビジネスブック。

これまでにない強固なセキュリティへ。これまで以上の効率的な端末管理へ。

＊販売モデルのキーボードは日本語仕様です。

Chromebook C720

www.acer.co.jp

2014.7

Chromebook C720



ビジネスから教育に至るあらゆる現場に、

Acer Chromebook C720ならではの

高い安全性と優れた機能性を。

Chromebook C720
＊販売モデルのキーボードは日本語仕様です。

外回りや日帰り出張など、一日中持ち歩く時にも適した約8.5時間

駆動です。

安心の約8.5時間バッテリー

内蔵されたウィルス対策機能を自動的にアップデート。常に最新かつ安全な

バージョンでウィルスの監視が行われます。

機能を自動的にアップデート
起動するたびにシステムをセルフチェック。改ざんや破損などの異常を検出した

場合は、バックアップ機能によって復元されます。

システムを起動時にセルフチェック

W e bページやアプリを制限された領域（サンド

ボックス）で使用するため、万一ウィルス感染した

ページを開いたとしても、他に拡散することはありま

せん。

被害の拡散を防ぐサンドボックス
ダウンロードしたファイルなど、ローカルに保存したデータはすべて自動的に

暗号化され、不正にアクセスできないよう保護されます。

ファイルを暗号化して保護

屋内外のあらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮。

標準搭載された高度なマルチセキュリティ。

基本設定から企業ポリシーに合った機能設定まで管理コンソールで容易に実現。

膨大な端末へのアプリの追加などもワンクリックで行えます。

管理コンソールですべてを設定
全端末への適用はもちろん、各設定を部長クラス以上の端末や教師用の端末など、

一部の端末のみに限定して適用させることもできます。

指定した端末のみに設定を適用

多彩な設定項目が用意されているので、端末使用者の権限や業務内容に合わせて

自在に詳細設定を施すことが可能です。

詳細設定も思いのまま

専用の管理コンソールで全端末を一元管理。

Chromebook
Management Console

簡単接続のH D M I ™をはじめ、高速転送のU S B 3 . 0 や便利な

USB2.0も装備。データのやり取りなどに役立つSDスロットも備え

ています。

充実のインターフェース

高性能を必要としないChromebookには十分過ぎるハイスペック

仕様。最新のインテル® Celeron ® プロセッサーと大容量の4GB
メモリを搭載しています。

驚くほど快適な動作環境

S S D搭載により、データの重要度に合わせて、クラウドのほか、

ローカルにも保存可能です。

読み書きの速い16GB SSD

データを保存するG oogleドライブや文書作成に役立つG oogle
ドキュメントなど、便利アプリが充実。ビジネスツール・仕事効率化・

教育用といった豊富なアプリが揃っています。

豊富な便利アプリ

クラウド対応プリンターで簡単に出力。従来のプリンターでも、W i n d o w sマシンを

介することで出力が可能になります。

プリントアウトも可能

W indow s 8搭載P Cへのリモートアクセスが可能。離れた場所から、まるでP Cの前に

いるかのような感覚で思いのままに操作できます。

Windows 8モデルを遠隔操作

サイトやファイルを同時に表示して効率よく作業がこなせるマルチウィンドウ対応です。

マルチウィンドウに対応

それはクラウドベースの新しいスタイルを実現したChrome OS搭載のノートブック。Chromebook

感染リスク高 感染リスク低

従来のOS Chrome OS

感染感染 感染

感染 感染

従来のノートPCのようにソフトを本体にインス

トールするのではなく、Webブラウザ上で動く

アプリを利用。必要なアプリは専用ストアから

手軽にダウンロード（追加）でき、それらは自動

的に最新バージョンに保たれます。

Webブラウザ上でアプリを利用
データは基本的にローカルではなく、クラウド

上のストレージに保存。万一、Chromebookが
紛失・故障したとしても大切なデータが消失

するといったトラブルがなく、企業のBCP対策

としても有効と言えます。

クラウド上にデータを保存

C hrome O Sは、電源ボタンを押してから実行される各種の初期化や

ポリシーの適用などの工程が簡素化されているため、起動があっという間。

いつでも瞬時に使用できる環境が整います。

約7秒以下の超高速起動 起動時間

正常

正常正常

Update

Update

Update

Update

従来のOS

超高速起動約7秒以下Chrome OS


