
Android™ Honeycomb 3.2（Android™ 4.0 対応予定）

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® Tegra® 2 モバイル プロセッサ | 

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

1GB DDR2 ［増設・変更不可］

8GB SSD（eMMC対応） ［増設・変更不可］

IEEE802.11b/g/n準拠

Bluetooth®2.1+EDR

内蔵ステレオスピーカー×2

内蔵マイクロフォン×1（ノイズ・エコーキャンセリング）

18W 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（720P H.264 ビデオ再生時）、

約400時間（スタンバイモード時）、約7時間（ウェブ閲覧時）

200万画素

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®

スピーカー

マイク

電源

バッテリー

カメラ・ビデオ撮影

カラー

JANコード

バッテリー駆動時間※5

フロント

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）

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

加速度センサー、ジャイロセンサー

GPS

約12.4（H）×175（W）×260（D）mm

約710g

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、Playストア］、

clear.fi、Docs To Go、LumiRead、Social Jogger、ICONIA 

media2U、BookLive、ATOK for Android、SoundHound、

GREE、NVIDIA TegraZone Games、Acer Ring、

Evernote、McAfee® VirusScan Mobile

ACアダプター、電源コネクタ、USBケーブル、保証書、

国際旅行者保証書、セットアップポスター

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

　音声

　その他

ICONIA TAB A200-S08G

（アイコニア タブ A200-S08G）

チタニウムグレー

4515777541282 4515777541305

メタリックレッド

ICONIA TAB A200-S08R

（アイコニア タブ A200-S08R）その他にも便利な機能やその他にも便利な機能や
嬉しい性能がいろいろ。嬉しい性能がいろいろ。
よく使うアプリをすぐ呼び出せます。よく使うアプリをすぐ呼び出せます。

よく使うアプリをよく使うアプリを
4つまで自由に4つまで自由に
登録できます。登録できます。

お気に入りのアプリへスピーディにアクセスできるAcer Ring付き。楽しみたいと

思った時に画面をたった2回タッチするだけで瞬時にアプリを呼び出せます。

ゲームなども違和感のないスムーズな動きでプレイできる

デュアルコアのNVIDIA® Tegra® 2を採用しています。

なめらかに気持ちよく動きます。なめらかに気持ちよく動きます。

ダウンロードしたコンテンツなどをホームネットワーク

上の機器とシェアして楽しめる独自アプリ、clear.fiを

搭載しています。

情報をシェアして楽しめます。情報をシェアして楽しめます。

Acer RingAcer Ring上で上で
使いたいアプリを使いたいアプリをタッチタッチ

性能が低いCPUだと・・・

NVIDIA® Tegra® 2

動きが動きが
なめらか！なめらか！

ホームサーバー

PC

PC

ICONIA TAB A200

P

※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。

動きが動きが
ぎこちない・・・ぎこちない・・・

Body ColorBody Color

チタニウムグレーチタニウムグレー

メタリックレッドメタリックレッド

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

●Google、Googleロゴ、Googleマップ、Gmail、YouTube、Android、Google Play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。●「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。●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。

20122012年5月現在 MA.ITA20.REV

商標について

©2012 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.

〒160-0023 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

0570-01-6868
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、
011-330-2816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。

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

かわいい子にはかわいい子には

タブをさせよう。タブをさせよう。

And r o i dA n d r o i d TMTM  3 . 23 . 2
（Andro id™ 4.0 対応予定）（Andro id™ 4.0 対応予定）

高速W i - F高速W i - F i®通信通信 10 .1インチ画面10 .1インチ画面

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

2012.5 エイサー

1NO.

お店で一番売れている
AndroidTMタブレット
＊出典：BCNランキングをもとに自社集計



子供といっしょに遊べるゲームや親子
で楽しく学べる教材、さらに暮らしに
役立つ家計簿や健康管理帳など、多彩
なアプリをダウンロードして使えます。

離れて暮らす両親と、顔を見ながら
おしゃべりできる、20 0万画素
カメラ付きです。

ケータイ入力、ジェスチャー入力など、
自分好みの入力方式が選べます。
ATOKがあれば、検索時の入力も
メールの作成もスムーズに行えます。

Google P layでGoogle P layで
アプリをダウンロードアプリをダウンロード

ATO K  f o r  A n d r o i dでATO K  f o r  A n d r o i dで
思いのままに文字入力思いのままに文字入力

200万画素カメラを使って200万画素カメラを使って
笑顔を見ながらビデオ通話笑顔を見ながらビデオ通話

縦でも縦でも横でも横でも

ワイドワイド
ビュービュー

10.110.1インチインチ

家族で思い出に浸れます。家族で思い出に浸れます。

斜めからもクリアに見られます。斜めからもクリアに見られます。

カードリーダー対応なのでデータの取り込みも

保存※も思いのまま。旅先で撮影した思い出の

写真・動画を取り込めば、10.1インチ画面で家族

みんなで楽しめます。

斜めからもキレイにクリアに見られるワイド

ビューアングル対応です。

無線LAN対応なので無線LAN対応なので
場所を選ばず場所を選ばず
アクセスできます。アクセスできます。

登録でもっと便利に使えます。登録でもっと便利に使えます。

ネットする。ネットする。
リビングから、キッチンから、寝室から、

気ままに自由にインターネット。

A200を持ち運んだ先々で手軽に

ネットにつながる無線LAN対応です。

Googleサービスに登録すれば、メールもアプリも無料で楽しみ放題（一部有料）。

より便利にA200を活用できます。

どのお部屋にいても
検索・閲覧でき、Twitter／
FacebookなどのSNSも
楽しめます。

外でもインター
ネット。手軽にGPS
で現在地を把握
したり、乗換案内
を確認できます。

ICONIA TAB A200

家族で、夫婦で、親子で、いつでも。
いっしょに楽しくホームタブ。

タッチする。タッチしあう。楽しむたびに大人も子供も

みんなシアワセ。いつだって家族の中心にある、

Android TM 3.2を搭載したエイサーの新しいタブレット。
＊本製品で通信を行うには無線LANアクセスポイントが必要です。

いろんな本が楽しめまいろんな本が楽しめます。
マンガから書籍、写真集、雑誌まで、幅広いジャンル

の多彩なタイトルが勢揃い。子供のためになる本

などもキーワード検索で簡単に探し出せるほか、

購入すればオフライン状態でも楽しめます。

立ち読みもできます。立ち読みもできます。
購入前に無料で作品を立ち読みすること

ができます。

最大3台で読めます。最大3台で読めます。
購入した本を最大3つの端末で

共有可能です。

本を読む。

スマートフォン

パソコン

動画を見る。動画を見る。
音楽を聴く。音楽を聴く。

めいっぱいプレイできます。めいっぱいプレイできます。

ゲームで遊ぶ。ゲームで遊ぶ。
既存のスマートフォン用ウェブ

アプリのほか、タブレット専用

アプリも豊富な「G R E E ]を

はじめ、本格HDゲーム満載の

NVIDIA® TegraTM  Zoneもプリ

インストールしています。

高性能ゲームも高性能ゲームも
楽しめます。楽しめます。

画面を前後左右に傾けて操る

センサー対応ゲームのプレイも

思いのままです。

写真を楽しむ。写真を楽しむ。

＊無線LAN環境が必要です。＊無線LANの電波の範囲内に限ります。
＊無線LAN環境が必要です。
＊無線LANの電波の範囲内に限ります。
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動画・音楽などは動画・音楽などは
「media2U」ストアで「media2U」ストアで
手軽に購入できます。手軽に購入できます。

好きな場所で視聴できます。好きな場所で視聴できます。
子供部屋でYouTubeTMを見たり、リビングで映画に浸ったり。音楽も

ベッドの上やキッチンで聴くなど、お気に入りを家中どこでも

好きな場所で満喫することができます。

ICONIA TAB A200

※データの取り込みには専用ソフトが必要になる場合があります。

Movie
Music

&

Photo

Interne
t

Book

Wi-FiWi-Fi®
対応対応

Game


