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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。
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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。
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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。

●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。

●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。●AMD、AMD Arrowロゴ、Radeon、またはこれらの組み合わせは、Advanced 

Micro Devices, Inc.の商標です。●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。●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。

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

ICONIATAB-W500S（アイコニア タブ W500S）

4515777539739

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1）

10.1インチワイド（1280×800）／LEDバックライト／ワイドビューアングル（上下左右：視野角80°）／

静電容量式タッチパネル（マルチタッチ対応）

AMD デュアルコア C-60 APU（動作周波数：1GHz／ターボコア使用時は最大1.33GHz）＋

AMD RadeonTM HD 6290 グラフィックス

AMD A50M FCH

2GB DDR3 ［増設・変更不可］

32GB SSD ［増設・変更不可］

IEEE802.11b/g/n準拠

Bluetooth®3.0＋HS

第2世代ドルビーアドバンストオーディオ

内蔵ステレオスピーカー×2

内蔵マイクロフォン×2

40W ACアダプター（100V-240V、50／60Hz）

3セル／リチウムポリマーバッテリー

約6時間

Acer Crystal Eye Webカメラ（130万画素）

Acer Crystal Eye Webカメラ（130万画素）

SD、MMC

miniSD、microSD、RS-MMC

USB2.0ポート×2

HDMITM出力ポート（HDCP対応）×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

ソフトウェアキーボード、Microsoft® IMEパッド手書きアプレット

照度センサー、3軸加速度センサー

約15.95（H）×275（W）×190（D）mm

約0.97kg

Y区分 0.17（AA）［2011年度省エネ基準達成率］

Acer Ring、Touch Browser、My Journal、Social Jogger、clear.f i、Adobe® Flash® Player 、

Adobe® Reader®、BingTM Bar、McAfee® インターネットセキュリティ体験版、

SkypeTM、Microsoft® SilverlightTM、Windows LiveTM Essentials

ACアダプター、リカバリディスク2枚、保証書、国際旅行者保証書、クイックガイド、ユーザーガイド

1年間センドバック保証／1年間制限国際旅行者保証（ITW）※7

JANコード

バッテリー駆動時間※5

フロント

　バック

アダプターなし

アダプターあり

　USB

　HDMITM

　音声

　その他

　

型番

OS

ディスプレイ※1

APU
（Accelerated Processing Unit）

チップセット

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

Webカメラ

カードリーダースロット

対応メディア

主な外部接続端子

入力装置

センサー

本体サイズ

本体質量

エネルギー消費効率※6

ソフトウェア

主な付属品

保証

※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 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 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。

I CON IA  TAB  W500S

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



画面左上の
タグをタッチして
呼び出すことも。

情報の収集・共有からプランニング、

プレゼンテーションに至るまで、

あらゆるシーンで賢く機能する

エイサーのWindows®タブレット、

ICON IA  TAB  W500S

作業効率を高めるマルチウィンドウ環境
複数のウィンドウを同時に開いて使えるマルチウィンドウに対応。開いた

サイトや資料ファイルを見ながら、情報を整理するといったマルチタスクも

思いのままです。

見やすい高解像度の大画面
表示領域の広い高解像度1280×800の10.1インチワイド液晶を搭載。サイトを

フルサイズ表示で閲覧できるほか、ファイルなども高精細の大画面でクリアに

見られます。

USB接続もHDMITM接続も
便利なUSB2.0ポート（2個）とワンケーブル接続のHDMITMポート（1個）を備えて

いるので、多彩なデバイスを手軽に接続して使用できます。

高速転送の
Bluetooth®3.0＋HS
最大24Mbpsの高速転送を実現する最新の

Bluetooth®3.0＋HS対応により、高解像度の

データも大容量のファイルもスピーディに

転送できます。

動画やゲームをスムーズに表示
デュアルコアCPUのパワーと動画処理に強いグラフィックス性能が一体となった省エネ仕様のAPU※ C - 60を採用。
どんな動画も鮮明に映し出し、動画変換も超高速。ネット上の最新コンテンツもDi re c tX ®11対応の3Dゲームなども
スムーズな動きで楽しめます。

Windows® 7 Home Premium 正規版（SP1）搭載により
必須ソフト「Off ice」が使用可能
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1）を搭載

した、Off ice対応モデルなので、インストールするだけで、

すぐにWordやExcel、PowerPointが使えます。Off iceファイル

を外出先でチェックできる環境も整います。

プレゼンテーションツールとしても最適
動画などを組み合わせながらタッチ操作でテンポよく効果的なプレゼンが行え

ます。加速度センサーにより、タブレットの向きに連動して画面の向きも縦・横に

変化します。

キーボードの呼び出しも簡単
キーボードの呼び出しは、文字入力したい箇所をタッチするだけ。ソフト

ウェアキーボードが瞬時に表示されるので、すぐに使うことができます。

クラウドコンピューティングにも対応
Web上にデータを保存できる大容量オンラインストレージ「Windows  L ive  

SkyDr ive」を利用できるので便利。プロジェクトのメンバーなど、指定した人

のみで保存データを共有するといった使い方も可能です。

マルチタッチの
優れた使いごこち
複数の指を同時に認識する

マルチタッチ対応のパネルを

採用しているので、両指を使って

ファイルを扱ったり、同僚と一緒

に操作したりできます。また、

家族やカップルでICONIA TAB 

W500Sを楽しむ際にも便利です。

オリジナル・タッチスタイル

すべての機能を直感的に操る

Acer  R ing
ひとつのインターフェースにマルチメディアから

本体設定までの全機能を集約したAcer Ringを搭載。

使いたいと思ったら画面をタッチするだけ。

魅力的なアプリケーションや便利なファンクションを

瞬時に呼び出して利用できます。

10.1inch
マルチタッチ
パネル

メタリックの質感美をまとった

ダークシルバーのクールな背面フェース。

De s i gn

サイズも質量もモバイル仕様。

持ち歩きに便利な

薄型・軽量スタイル。

Mob i l i t y

即戦力になるWindows® 7搭載のICONIA TAB W500S。

自由自在に
操作できる

高感度のレスポンス。

手書き入力にも対応
指先で書いた文字が自動的に
テキスト変換される便利な
手書き文字認識機能を搭載。
高度な学習機能により、クセ字
や走り書きなども正確に認識
してくれます。

使いやすさと便利さをどこまでも追求したボディ設計。

縦向き・横向きの
画面表示も

フルサイズ表示も
可能。

ブレイクタイムはエンターテインメントでリラックス。

電子書籍ゲーム

内蔵Webカメラでビデオ通話
いつでも手軽にビデオ通話をはじめられる、高画質・高品質の

デュアルWebカメラを装備。語学などのオンラインレッスン

などにも活用できます。

画質に優れた720pの動画再生も可能。
ライブストリーミングも楽しめます。

ムービー（ストリーミング）

音楽ライブなども臨場感あふれる
サラウンドサウンドで満喫できます。

ミュージック ステレオコンテンツを5.1chに拡張し、
サラウンドサウンドを実現するドル
ビーアドバンストオーディオv2搭載。

小説からコミックまで、
気ままに書籍体験。

オンラインゲームも
ソーシャルゲームも。

テレビ／ディスプレイ

外付けHDD

スキャナー
USBメモリ

プロジェクター

携帯端末プリンター

USB接続
HDMITM接続

フォルダごとにアクセス権を
設定できるので安心。

オンラインアプリ「Off ice Web Apps」の
利用も可能。

Flash®サイト
にも対応。

10.1インチ
1280×800

＊Off iceはプリインストールされておりません。ご自身で別途、インストールしてください。

※Accelerated Processing Unit

DLNA対応機器とも連携可能

エイサーリング

Social Joggerソーシャルジョガー My Journalマイジャーナル Touch Browserタッチブラウザ

clear.f i
クリアファイ

F a c e b o o k ®／ Yo uTu b e ™／fl i c k r の

3つのソーシャルメディアへワンタッチで

ダイレクトアクセス。

サイトの閲覧中に、気になった情報を部分

的に切り抜いて保存・整理できる便利な

アプリケーション。

シンプルタッチで快適にブラウジング。

お気に入りをサムネイルでわかりやすく

表示。

音楽・動画・写真などのデジタルコンテンツを

手軽に再生・閲覧できるアプリケーション。


