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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。

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

●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。

●© 2013 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●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。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel 
Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、
Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における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。

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。●この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変更したもので、クリエイティブ・コモンズの表示3.0ライセンスに記載の条件に従って使用しています。

著作権についてのご注意

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！

日本エイサーカスタマーサービスセンター

公式ソーシャルメディア

※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。

日本エイサー公式Facebookページ

http://www.facebook.com/AcerJapan

日本エイサー公式Twitterアカウント

https://twitter.com/AcerJapan

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）

エイサーサポートWeb http://www2.acer.co.jp/support/
「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。

最新の製品情報やリリース情報をお届けします！

保証サービス（1年間）

※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。

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。

ぜひお気に入りに

登録してください！

※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。※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。

A1-810

4515777549370

ホワイト

Android™ 4.2

MTK MT8125 Quad Cortex A7（1.2GHz）

1GB（交換不可）

7.9インチ（1024×768）/IPS/タッチパネル/10点マルチタッチ/4：3画面/LEDバックライト/輝度250nit/光沢パネル

16GB eMMC

microSD、microSDHC（最大32GBまで対応）

内蔵スピーカー×1

内蔵マイクロフォン×1

IEEE802.11b/g/n準拠

Bluetooth®4.0準拠

Micro USB2.0ポート×1、内蔵マイクロフォン×1、3.5mm標準オーディオジャック×1、Micro HDMI™ポート×1

Webカメラ

30万画素（焦点固定）/500万画素

ジャイロスコープ、加速度センサー（Gセンサー）

−

−

10W ACアダプター［アダプター本体（USB-A）-Pad（Micro USB）接続］（100V-240V、50/60Hz）

18.6Wh 4960mAh リチウムイオンバッテリーパック内蔵

約7時間

約11.1（H）×208.7（W）×145.7（D）mm

約410ｇ

ACアダプター、充電用USBケーブル（USB-A-Micro USB変換ケーブル）、保証書、国際旅行者保証書、Hulu1ヶ月無料トライアルカード

1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証（ITW）※6

型番

OS

プロセッサー

システムメモリ※1

ディスプレイ※2

ストレージ※3

メモリーカードスロット

サウンド機能

無線LAN※4

Bluetooth®

外部インターフェース

カメラ・ビデオ撮影

センサー

入力装置

電源

バッテリー

寸法

質量

主な付属品

保証

 JANコード

カラー

スピーカー

　内蔵マイク

フロント/バック

キーボード

ポインティングデバイス

バッテリー駆動時間※5

Iconia A1
A1-810 cover Dr grey
JANコード：4515777567060

A1-810 cover White
JANコード：4515777567053

2013年6月現在 MA.A1810.JUN

A1-810 �lm glare+non-glare
JANコード：4515777567138

■ 液晶保護フィルム
    （オープン価格）

■保護カバー（オープン価格）＊写真は装着イメージです。

OPTION

で使える

5,250円分の

図書券を

プレゼント！

Iconia A1
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Iconia A1-810

www.acer.co.jp



身軽に持ち歩き、どこでも気持ちよく。

実用的な便利機能でさらに使いやすく。

役立つアプリも。楽しいアプリも。

持ちやすく。読みやすく。読書から閲覧まで

片手スタイルの7.9インチHDディスプレイで

楽しめるIconia A1-810。

文字や絵、写真をクリア

に映し出す7.9インチの

H Dディスプレイ。4：3

の縦横比により、画面

内にグレーの縁が現れ

ないeBookコンテンツ

に最適な表示でマンガ

などが楽しめます。

読書に最適な4：3の
7.9インチHD画面

片手でラクに使えるハンディサイズ。親指がフィットするベゼル幅や人間工学に基づいた

持ちやすいボディ形状など、いつでも片手で手軽に楽しめるよう設計されています。

いつでもどこでも片手スタイル

写真などを手軽に他の端末と共有できるほか、PC上に保存された

音楽・動画などもストリーミングで楽しめます。さらに、外出先から

自宅のPCのファイルにアクセスして閲覧することもできます。

AcerCloud

10 points

質量がわずか約410gと軽く、厚みもバッグにすっと収まる極薄の約11mm。しかも

いつも持ち歩きたくなるシルバー＆ピュアホワイトのおしゃれなデザインです。

超薄型軽量による持ち運びやすさ

写真をキレイに撮れるほか、フルハイビジョン画質の10 8 0 p

フォーマットで動画撮影が行えます。

高画質の50 0万画素カメラ

10本の指を同時に認識するので、両手で操作したり、

複数人で一緒にゲームを楽しんだりできます。

10点マルチタッチ

5本の指で画面をタッチするだけで瞬時に起動する独自開発の

便利な「WakeApp」を搭載しています。

5本指でクイック起動

斜めからもクリアに見られる広視野角のIPSパネルを

採用。複数人で一緒に読書や閲覧などが楽しめます。

広い視野角

スロットにmicroSDカードを差し込めば、拡張ストレージ

として使用することができます。

便利なmicroSDスロット

ケーブル1本でテレビなどへの出力環境があっと

いう間に整うMicro HDMI™接続対応です。

簡単接続のMicro HDMI™

ACアダプターのほか、パソコンとのMicro USB

接続で手軽にチャージできるので便利です。

Micro USB接続で充電

ジャイロスコープ対応ゲームなど、アクティブな

コンテンツも幅広く満喫できます。

ジャイロスコープを搭載

4つのコアでパワフルに処理するプロセッサーを搭載している

ので、視聴や検索、S N Sはもちろん、ゲームなどもストレスの

ない滑らかな動きでプレイできます。

クアッドコアによるスムーズな動き

エキサイティングな機能でタブレットを満喫できるAndroidの最新

バージョン4.2を搭載しています。

スマートに使える最新のAndroid 4.2

最新の

Androidなら・・・

■ 複数のアカウントが作れるので家族全員で使える。

■ 知りたい情報を予測して表示してくれる。

eBookJapanで使える

5,250円分の図書券
※1

が

もれなく付いてくる！

マンガを中心に100,000冊以上の電子

書籍を販売しているeBook Japan。購入

した書籍をWeb上の本棚に保存すれば、

他の端末からも読むことが可能になり

ます。

マンガの保有が

世界最大級の

■マンガ ■小説 ■雑誌

eBookJapanで使える5,250円分の図書券が同梱されているので、その

金額の範囲内であれば、豊富な作品の中からお好きな全巻セットなどを

購入して読むことができます。

5,250円分の全巻セットが無料で読める！

寄生獣（全10巻）/ 
岩明均

スプリガン（全8巻）/ 
原作：たかしげ宙、

作画：皆川亮二

DEATH NOTE（全12巻）/ 
原作：大場つぐみ、

漫画：小畑健

モテキ（全5巻）/ 
久保ミツロウ

残り全部バケーション /
 伊坂幸太郎

のぼうの城 / 和田竜 Pen mina

4：3画面

16：9画面

マンガを見開きで

大きくキレイに

見られる！

絵も文字も小さくて

見づらく、拡大すると

一部が隠れてしまう…

国内外の人気映画・ドラマ・アニメが見放題のオンライン動画配信サービス。

月額980円で10,000本以上の作品をすべて視聴できます。

1ヶ月無料視聴
トライアルキャンペーン実施中！

2014年3月31日まで

詳しくはwww.hulu.jp/promo/acerへ

©20 09 安倍夜郎･小学館／「深夜食堂」製作委員会, ©2011 安倍夜郎・小学館／「深夜食堂 2」製作委員会　©2010 Hart swood Films　©2012 AMC LLC. 
All Rights Reserved／Photo Credit: Gene Page/AMC／T WD productions LLC Courtesy of AMC.

各コンテンツはHuluで配信中

深夜食堂 SHERLOCK／シャーロック ウォーキング･デッド

詳しくは弊社ホームページ

（http://www.acer.co.jp/）

上部の「ソリューション」を

ご覧ください。

ココを
チェック！

インモールド加飾技術による

継ぎ目のない凹凸レスの美しさ。

＊Huluアプリはご自身でダウンロードしてください。

＊同梱されているカードをご確認ください。

※1 1,050円分の図書券が5枚同梱されています。図書券の精算時にはおつりが出ません。※2 有料電子コミック利用者の「電子コミックの購入先」（複数回答）において。出典：インプレスR&D インターネットメディア総合研究所「電子コミックビジネス調査報告書2012」。

マンガ

サイズに

最適！

マンガを中心に

100,000冊
以上の品揃え！

推奨モデル！

マンガ
コンテンツ数

No.1※2

片手で持っても
画面が隠れない
最適な

ベゼル設計

©福本伸行／ハイストーン

＊eBook Japanアプリはご自身でダウンロードしてください。


