C as ua l N ot e
D eb ut !

はじめて自分の
パソコンを買った。
はじめて
楽しいと思った。
パ ソコン に 不 慣 れ な 方 もラ ク ラ ク 。
優しく使 いやす い E 1- 5 31シリーズ 。

15 .6
inch w
ide

POINT

04

電子書 籍も
楽しめる！

「BookLive!」アプリをプリイン
ストール。雑誌も小説も写真集も
POINT

01

コ ミッ ク も 手 軽 に 好 き な だ け

Oﬃceが使える！
ﬃ ceが使える！

楽し め ま す 。

C

BookLive

購入などに使える
ポイント付き！

レポート作成や家計簿づくりなどに大活躍。いろいろ
POINT

役立つOffice Personal 2010付きです。

05

[搭載モデル：E1-531-H82C/F］

ビデオ通話もはじめられる！

Webカメラ付きなので、手軽にビデオ通話を楽しんだり、
POINT

02

オンラインレッスンを受けたりできます。

大 画 面で見られる！

POINT

TM

Yo uTu b e もブログも

06

写真も、クリアに映し出す
15 . 6 インチ の 大 画 面 で
楽しめます 。

タッチパッドを備えています。
16：9画面に対応

POINT

03

直 感 的に操
的に操れる！
れる！

シンプルな指の動きだけで思いのままに操作できる知的な
16：10画面

ケーブル1本で接 続できる！
TM

POINT

07

テンキーで入力できる！

ケーブル1本で接続できるHDMI 対応なので、手間なく

数 字や 金 額などの入 力がテンキーでス ムーズに

大画面テレビに出力できる環境が整います。

行えます。

http://www.acer.co.jp/

新規で
会
登 録す 員
ると

もれな
く

500ポイ
ント
進呈！

E1- 5 31
Series

型番
JANコード

E1-531-H82C/F

E1-531-H82C

4515777544665

4515777544658

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet（Wake-on-LAN対応）

LAN

HDMITMポート（HDCP対応）×1、D-sub VGAポート×1、ヘッドフォン／

Windows® 7 Home Premium 64ビット（SP1）

OS
CPU
動作周波数

スピーカー／ラインアウトジャック（3.5mm接続のヘッドセットも

1.70GHz

サポート）×1、マイクロフォンジャック×1、ACアダプター用DCインジャック×1
Acer FineTipキーボード（109キー／日本語）、マルチジェスチャー・タッチパッド

入力装置

モバイル インテル® HM70 Express チップセット

チップセット
システム
メモリ※1

インテル® Celeron® プロセッサー B820

2MB

キャッシュ

イーサネット
（RJ-45）
ポート×1、
USB2.0ポート×3、

外部インターフェース

Adobe® Reader®、Acer eRecovery Management、Acer clear.ﬁ Media、

ソフトウェア

Acer clear.ﬁ Photo、Acer Backup Manager、Acer Crystal Eye Webcam、

標準／最大

標準2GB（2GB×1）／最大8GB
DDR3-1333MHz SDRAM／soDIMM

BookLive! Reader、CyberLink® MediaEspresso、

スロット数

soDIMMスロット×2（空きスロット×1）

EgisTec MyWinLocker/Shredder、newsXpresso（60日間体験版）、

インテル® HD グラフィックス（メイン・プロセッサーに内蔵）、

Norton Online Backup（30日間体験版）、NTI Media Maker（60日間体験版）、

ビデオメモリ最大814MB（メインメモリと共用）

Skype TM、
McAfee® Internet Security Suite(60日間体験版)

グラフィックス

ディスプレイ※2

15.6インチHD（1366×768）／LEDバックライト／16：9画面／
輝度200nit／光沢パネル／1670万色

ハードディスクドライブ※3
Webカメラ

Microsoft® Oﬃce Personal 2010

Oﬃce

320GB 5400rpm（SATA）

N区分 0.16（AA）
［2011年度省エネ基準達成率］

エネルギー消費効率※6

マルチカードリーダー：SD、MMC、MS、MS PRO、xD

本体寸法

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ

本体質量

サウンド機能

High-Deﬁnitionオーディオ、スピーカー×2

無線LAN※4

IEEE802.11b/g/n準拠

メモリーカードスロット

約4時間
（6セル）

バッテリー駆動時間※5

Acer Crystal Eye HD Webカメラ

----------

65W ACアダプター
（100V-240V、50／60Hz）

電源

約25.4/33.2
（H）×381.6（W）
×253（D）mm
約2.45kg（バッテリー搭載時）

主な付属品

ACアダプター、ACケーブル、ユーザーズガイド、保証書、Oﬃceパッケージ※7

保証

1年間センドバック保証／1年間制限国際旅行者保証（IT W）※8

※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 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 E1-531-H82C/Fのみ。※8 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。

無 償保守サービス（ 1年間）

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！

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。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

※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。

ナビダイヤル

0570-01-6868

PHS、IP電話からは、
011- 330 -2816をご利用ください。

エイサーサポート Web
「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。

※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。

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

商標について

著作権についてのご注意

●Microsoft、Windows、Officeロゴは、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、

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

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、

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

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

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

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。

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。

●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、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。

お問い合わせ・ご用命は

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

URL http://www.acer.co.jp/
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