Iconia A1
OPTION
■

DEFF PRODUCED for Acer

Iconia A1-830

スマートフォンアクセサリの有名ブランド

「 Deﬀ（ディーフ）」社との
コラボレーションモデル。

＊すべてオープン 価 格で す 。

Acer Crunch Cover（本体カバー）

P U レ ザ ー ケ ース A1

A1-830-Cover-BLK JANコード：4515777570381

2014.4

5月中旬

以降
発売予定

シンプルな構造ながら、
外部からの衝撃を
しっかりガード。
高級感のあるPUレザー製。

● カバーを折り曲げて、

使いやすい角度に調整可能。

DCS-ACA1PLBK
JANコード：4515777035262

● 埃などを防ぐ軽量素材の

GLASS FILM A1（0.20mmショット社製）

マイクロファイバーを採用。

厚み 0.2mmで 9H の
超硬質ガラスを使った
液晶保護フィルム。
A1-830 の液晶面を
美しく保護。貼りやすく、
空気抜けの良い構造。

● スリムなライトスタイルなので
ので

持ち運びにも便利。
。
■

液晶保護フィルム
液晶

（ノングレア＋グレア）
（ノン

で使える

5,400円分の
図書券付き！

DG-ACA1G210
JANコード：4515777035286

A1-830-Film-2P
A1-830

コード：4515777571135
JANコー

お問い合わせ先：ディーフお客 様窓口
電話：06-4963-2797（10:00 〜12:00、13:00 〜17:00）
メール：support@deﬀ.co.jp

A1-830
JANコード 4515777555777

型番

外部インターフェース

Micro USB2.0 ポート×1 、
ヘッドフォン/ スピーカージャック×1

カラー ホワイト

内蔵カメラ

Android 4.2
KINGSOFT® Office for Android
インテル ® Atom™ プロセッサー Z2560
プロセッサー
（1.60GHz）
システムメモリ※2
1GB（交換不可）
ディスプレイ※3
7.9型（1024×768）/IPS/タッチパネル/5点マルチタッチ/
4：3画面/LEDバックライト/光沢パネル
ストレージ※4
16GB eMMC
メモリーカードスロット microSD（最大 32GBまで対応）
サウンド機能 スピーカー 内蔵ステレオスピーカー×2
内蔵マイク 内蔵マイクロフォン×1
無線 LAN※5
IEEE802.11b/g/n準拠
Bluetooth®3.0 準拠
Bluetooth ®
OS
Office※1

、
フロント 約200万画素（ビデオ録画対応）
720p HD
、
バック 約500万画素（ビデオ録画対応）
1080p Full HD

GPS、ジャイロスコープ、加速度センサー（Gセンサー）
10W USB ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）
バッテリー
14.8Wh 4000mAh 1セル リチウムイオン（本体内蔵）
バッテリー駆動時間※6 約7.5時間
約 8.15
（H）
×138.4
（W）
×203（D）mm
寸法
約380ｇ
質量
主な付属品
ACアダプター、USB-Micro USBケーブル（充電対応）、
センサー
電源

保証書、
国際旅行者保証書、

保証

KINGSOFT® Office for Android Key カード、
eBook図書券（5,400円相当）※7
1年間センドバック保証 /
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

※1 ご利用の際には、ダウンロードおよびインストール、シリアル番号の設定が別途必要となります。※ 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 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。※4 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。※5 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。※6 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。※7 eBookJapanアプリのご利用には、ダウンロードおよびインストールの設定が別途必要となります。eBook 図書券は、eBookJapanサイト内で販売されている電子書籍作品をご購入いただけるインターネット上の図書券です。図書券の精算時にはおつりが出ません。※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。＊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
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。
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。

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！

保証サービス
（1年間）

日本エイサーカスタマーサービスセンター

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。
※

ナビダイヤル

0570-01-6868

受付時間（年中無休）

9 : 00 〜21: 00

※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。

PH S・I P 電 話

の方はこちらへ

011-330-2816

※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。

最新の製品情報やリリース情報をお届けします！
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
安全に関するご注意

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

7.9型プレミアムタブレット

商標について

公式ソーシャルメディア

ぜひお気に入りに
登録してください！

エイサーサポートWeb

「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。

Iconia A1

● © 2014 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ● 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。

著作権についてのご注意
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。
●製品画像は実物とは異なります。
●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。

正しくお使いいただくため 、必ず「 ユーザ ーガイド（ 弊 社 ホームペ ージよりダウンロード）」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。

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/

2014 年 4月現在

MA.A1830.APR

www.acer.co.jp

© 池田理代子
プロダクション

名作から新 刊、全巻セットまで、
好きなマンガの世界にどっぷり浸れる

最新のマンガロイド。

マンガに最適な4：3画面

片手サイズの
7.9 型液晶

画面内にグレーの縁が現れない eBookコンテンツに最適な4：3の
縦横比を採用。どのマンガも見開き表示で大きくキレイに見られます。

片 手 に 収 まる 7. 9 型 の ほ どよい
サイズ。ベゼル幅を7mmに抑えて
見やすく
マンガを
すく
読 みや
る！
き
で
示
表

表示画面を広くした、見やすく使い
やすい大画面設計です。

ト
コンパク
型

7.9

今 なら

マンガ
を中心
に
電子 書
籍
20万冊以 が
上！

斜めから見てもキレイ

で使える

5,400円分の

図書券 がもらえる！
※

＊eBookJapanアプリのご利用には、ダウンロードおよび
インストールの設定が別途必要となります。

16：9 画 面だと・・・

斜 めからもクリアに

見開きで表示すると、
見開きで表示

見られる視野角178度

絵や文字が小さくて見づらく、

のIPS パネルを搭載。

ムダな表示スペースも

恋人と一緒にマンガ

生じてしまう。

を 楽しんだり 、親 子

拡大するとマンガの一部が

で絵本を読んだりで

隠れてしまう。

きるので便利です。

178°
さらに

5,400円分のマンガを無料で
料で

マンガの
保 有は
世界最 大 級
！

オリジナルマンガ

「ドン・キホーテ」を

読み放題！

A1-830ご購入者様だけに

同梱された 5,400 円分の図書券 ※を使えば、マンガはもちろん、小説や
雑誌までeBookJapanの電子書籍が無料で楽しめます。

1年先行無料配信！

マンガを中心に20万冊以上の電子書籍を販売しているeBookJapan
BookJapan

原作：ミゲル・デ・
セルバンテス
漫画：六田登

■マンガ

■小説

■雑誌

＊詳しくは同梱のカードを
ご覧ください。

© 池田理代子
プロダクション
ベルサイユのばら/
池田理代子

ハチミツとクローバー/
羽海野チカ

DEATH NOTE/

暗殺教室 / 松井優征

原作：大場つぐみ、
漫画：小畑健

図書館戦争 /
有川浩

週末アジアで
ちょっと幸せ/
下川裕治、中田浩資

Pen

LEE

※ eBook Japan サイト内で販 売されている電子書籍 作品をご購入いただけるインターネット上の図書券です。1,080 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。有効期限：2015 年 9月 30 日（水）

Design

Usability

クールでスタイリッシュ

抜群の使いやすさ

いろいろ役 立つ Oﬃce

洗 練された美しさ

わずか約 8.15mm の薄さ

質量はたった 380g ほど

快 適な使いごこち

シルバーアルミニウムとホワイトペイントをまとった
った

1cm 以下のスーパースリム設計。バッグなど

片手で使っても疲れない約 380gの軽さ。どこ

読 書 から 閲 覧・視 聴 ま でス ムーズ な 動 き で

Word/Excel/PowerPointなどのマイクロソフト

シンプルで上品なデザインです。

に入れてもまったく気にならない薄さです。

へでも軽々と持ち運んで楽しめます。

®

オフィスで作成された文書を高い再現性で表示・

アルミの
ミッドフレームを
を
採用した
タフボディ！

軽さ

薄さ
約

8.15mm

約

満 喫 で きる 、処 理 能 力 に 優 れ たイン テル

A t o m T M プ ロセッ サ ー を 搭 載していま す 。

380g

使 用できるKINGSOF T ® Oﬃce for Android
（980円相当）
対応です。
＊ご利用の際には、ダウンロードおよびインストール、シリアル番号の設定が別途必要となります。

安心の約 7.5 時間バッテリー

臨 場感のある迫力サウンド

約 50 0 万画素の背面 AF カメラ

遠出のお出かけでも安心して持ち出せる約7.5時間

2つの内蔵スピーカーが臨場感のあるステレオサウンドを

手軽にキレイに撮れるオートフォーカス対応の高解像度

駆動の長持ちバッテリーです。

実現。動画視聴からゲームまで迫力サウンドで楽しめます。

カメラ付き。
自分撮りなども楽しめる約200万画素カメラも
備えています。

