
※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。＊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。

ICONIA TAB A500-10S16（アイコニア タブ A500-10S16）

4515777537445

AndroidTM Honeycomb 3.0

10.1インチワイド（1280×800）／ワイドビューアングル／

静電容量式タッチパネル（マルチタッチ対応）

NVIDIA® TegraTM 2 モバイル プロセッサ | 

Dual Core ARM® CortexTM-A9 CPU（動作周波数：1GHz）

1GB DDR2 ［増設・変更不可］

16GB SSD ［増設・変更不可］

IEEE802.11b/g/n準拠

Bluetooth®2.1＋EDR

ドルビーモバイル

内蔵ステレオスピーカー×2

内蔵マイクロフォン×2（ノイズ・エコーキャンセリング）

ACアダプター（100V-240V、50／60Hz）

24.1Wh リチャージャブルリチウムイオン

ポリマーバッテリー内蔵

約8時間（HDビデオ再生時）、

約400時間（スタンバイモード時）

200万画素

500万画素（オートフォーカス対応／LEDフラッシュ）

型番

OS

ディスプレイ※1

プロセッサー

システムメモリ※2

ストレージ※3

無線LAN※4

Bluetooth®

サウンド機能

スピーカー

マイク

電源

バッテリー

カメラ・ビデオ撮影

JANコード

バッテリー駆動時間※5

フロント

　バック

microSD、microSDHC（32GBまで読み書き可能）

USB2.0ポート×1（ホスト）、

マイクロUSB2.0ポート×1（スレーブ）

HDMITM Type-D 出力ポート×1

ヘッドフォン／スピーカージャック（3.5mm）×1

ACアダプター用DCインジャック×1

照度センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー

イーコンパス、GPS

約13.3（H）×260（W）×177（D）mm

約765g

GMS（Google Mobile Service）[検索、音声検索、

Gmail、トーク、マップ、ナビ、プレイス、Latitude、

YouTube、マーケット]、clear.fi、ICONIA media2U、

Nemo Player、Photo Browser 3D、Docs To Go、

LumiRead、Social Jogger、simeji for ICONIA TAB、

レッツ！ゴルフ、ヒーローオブスパルタ（トライアル）、

NFS Shift、NVIDIA TegraZone Games

ACアダプター、HDMITMケーブル、USBケーブル、保証書、

国際旅行者保証書、クイックガイド、液晶クリーンクロス

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

カードリーダースロット

主な外部接続端子

センサー

位置情報

本体サイズ

本体質量

ソフトウェア

主な付属品

保証

USB

　

HDMITM

　音声

　その他

　

D e s i g n O p t i o n

メタリックシルバーとブラックのクールなダークボディ。

斬新なカッティングデザインを側面に採用しています。

設置角度を調整（2段階）でき、充電も可能。

便利なリモコン、ヘッドフォンジャック付きです。

ドッキングステーション（7月下旬以降発売）
型番：AD013B
JANコード：4515777554145

f ront

back

bottom

ICONIA TAB A500の魅力を大公開！今すぐアクセス！http://www.welovetab.jp/a500/
本カタログの内容の一部は、Googleが作成、提供しているコンテンツをベースに制作したものであり、クリエイティブ・コモンズの表示 3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。

タブレットには、

デザインだけいいものと 、

中身と価 格が

優れたものがあります 。

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。

●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 r ights 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 proper ty of their respective owners.

〒160-0023160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-16-24-1 西新宿三井ビルディング18F18F
URL http://www.acer.co.jp/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

●Google、Googleロゴ、Googleマップ、Gmail、YouTube、Android、Androidマーケットは、Google Inc.

の商標です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその

他の国における商標または登録商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの

商標です。●「Wi-Fi」はWi-Fi Alliance® の登録商標です。●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。

20112011年6月現在 MA.ITA50.JUN

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。

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。

著作権についてのご注意

国際エネルギー
スタープログラム

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



Flash®

サイトも
閲覧可能

マルチ
タッチ
対応

USBメモリ

メモリーカード

手軽にビデオチャット

フロントの200万画素カメラ

を使ってビデオチャットも

はじめられます。

情報の共有が思いのまま

専用アプリのclear.fi

を使えば、ホームネット

ワーク上のデバイスと

手軽にコンテンツを

共有できます。USB

接続やメモリーカード

をINして楽しむことも

可能です。

Facebook®と
Twitterを同時に表示

人気のソーシャルメディアを

ワン画面で同時に楽しめる

Social Jogger付きです。

ホーム画面を自分好みにカスタマイズ

左右にスライドする5つのホーム画面はカスタマイズが

可能。画面ごとに異なるウィジェットやアプリなどを追加し、

利用シーンに合った使いやすい5画面にアレンジできます。

長時間駆動の大容量バッテリー

24.1Whの大容量バッテリーを搭載。いつも

持ち歩いて思う存分楽しめるので安心です。

コンテンツの整理も簡単

コンテンツを「Games」「Multimedia」

「eReading」「Social」の4つのゾーンに

分類・整理できる独自のACER ZONE

があるので、楽しみたいコンテンツが瞬時

に見つかります。

日本語IME「simeji for ICONIA TAB」

AndroidTM向けの入力ソフト「simeji」を最適化して

搭載。フリック入力など、自分好みの方法で入力

できるほか、スキンの着せ替えやキートップのデザ

イン変更なども行えます。

Connectivity Communication Usability仲間との交流もチャットも思いのまま。コンテンツの楽しさをみんなでシェア。 より使いやすく。より持ち出しやすく。

ホームサーバー

PC

PCPC

動画・音楽などの
楽しさを
シェアできる。

写真などを取り
込んで楽しめる。

楽 し さが 大 きく広 が る 。タ ブ レットが もっと 身 近 に なる 。

人気ゲームをプリインストール

ヒーローオブスパルタ（トライアル）
アドベンチャーゲーム

レッツ！ゴルフ
カジュアルゲーム

Need for Speed Shift
レーシングゲーム

＊USBメモリ、microSD等に保存されているデジタルコンテンツデータは閲覧のみ。
　これらのデジタルコンテンツをタブレットの内蔵ストレージにコピーする場合は、別途ファイル管理のアプリが必要です。

＊画像はイメージです。実際の販売モデルとは異なる場合がございます。

キー入力も
可能です。

USBキーボード

視野角が広いワイドビューアングル

お気に入りの音楽も手軽に自由にリスニング

斜めからでも文字が読めるワイドビューアングル対応

により、複数人でひとつのコミック作品を楽しむこと

も可能です。

Read Book
コミックから小説まで
多彩な作品を好きなだけ。

Enjoy Internet

Listen to Music
Andro id TM 3 .0を搭載

タブレット用に最適化されたAndroidTM 3.0を搭載。

YouTubeTMなども専用画面で楽しめるなど、これまでに

ない新感覚の使いごこちです。

快適な高速Wi-Fi®通信環境で

思う存分インターネット。

高速ダウンロードの

Wi-Fi®対応

大容量のコンテンツも余裕で楽しめる高速通信に

対応。無線LAN環境はもちろん、街中のホットスポット

でも手軽に高速・大容量通信が行えます。HD動画も撮れる

500万画素AFカメラ

720pの高画質動画を撮影

できるほか、写真撮影時には

オートフォーカスやフラッシュ

も使えます。

思い出をフォトアルバムへ

アルバム感覚で写真を見られる独自アプリ

「Photo Browser 3D」を搭載。両手の親指を

画面に置きながらタブレットを動かすと、自動的

に写真がめくれます。

Make Memories
写真も動画も500万画素の高画質カメラで撮影。

Watch Movie

迫力の大画面10.1インチワイド

動画をドラマティックに映し出す、高解像度の大画面。

デュアルコアのNV I D I A ®  Te g r a T M  2搭載により、

720pの高精細なHD動画なども自然な動きで楽しめます。

動画・音楽満載の「ICONIA media2U」

powered by
powered by

映画、ドラマ、音楽などを手軽に購入

できる「ICONIA media2U」ストア。

映画予告やプロモーションビデオなど

の多彩な無料コンテンツをストリー

ミング配信で楽しむこともできます。

臨場感あふれるサラウンドサウンド

ドルビーモバイルを搭載しているので、タブレットであり

ながら、映画館で体感するような大迫力のサラウンド

サウンドで視聴することができます。

ゲーム仕様のスーパーHDグラフィックス

テレビの大画面をディスプレイ代わりに

付属のHDMITMケーブルを

使ってテレビに接続すれば、

デュアルディスプレイに

早変わり。大迫力のプレイ

環境がすぐに整います。

描画性能の高いNVID IA ®  GeForce ®エンジンを搭載しているので、

どんなゲームアプリも、圧倒的なビジュアルクオリティで楽しめます。

1080pのフルHD動画を
テレビの大画面にアウトプットすることも可能です。

6軸モーションセンサー対応ゲームも

お好みのアプリを

ダウンロードして

あなただけの

MYタブレットに。

加速度センサーとジャイロセンサーにより、タブレットを前後左右に傾けて

操作するハイレベルなゲームまでプレイ可能です。

気になる動画も映画の予告編も

すべて大画面の迫力と高精細による臨場感で満喫。

Play Game
まるでゲーム機。

ハイレベルなゲームアプリまで

思いのままに

アクティブにプレイ。

多彩なエンターテインメントと直結。A n d r o i d TM  3 . 0×高速W i - F i®通信の I C O N I A  TA B  A 5 0 0。

HDMITM 接続

高品質のステレオサウンドをもた

らす、背面内蔵の2つのスピーカー。

AndroidマーケットTM

有料・無料の多彩なアプリが勢揃い

NVIDIA® TegraTM Zone
（2011年夏以降日本語対応予定）

人気のゲームを手軽にチェック

2011 士郎正宗／青心社・「アップルシード XIII」製作委員会
発売・販売：キングレコード http://appleseed13.jp/
C

2011.7.6　Blu-ray&DVD第1巻リリース開始
APPLESEED XIII（アップルシード サーティーン）

アクセスは簡単

＊「ICONIA media2U」は、コンテンツの再生・管理・購入機能を持つアプリケーションです。

ホーム画面上の専用ウィジェットアプリ「ICONIA 

widget2U」をタッチするだけ。

ICONIA TAB A500ユーザーへ
スペシャルサイト「acer2U」から、とびっきりの

無料コンテンツをお届け（予定）。

y powered byy




