スマートフォン

Liquid Z200
2015.1

すべ て が 手 軽 。
価 格も、サイズも、使いやすさも、機 能も 。
エイサ ー の Liquid Z 20 0 は、
はじめてのスマートフォンにぴったり 。

Z200

3G

SIM

フリー

1 SIM カードを選んで使える SIMフリー！

Dual SIM

（標準 SIM/microSIM）

2

持ちやすく設計されたスマートなフォルム！ 4型液晶 軽量約130g

3

動画 視 聴からネット、メール、SNS まで自由自在！

4

使い勝 手を高めた独自の便利な機能＆モード（詳しくは裏面をチェック）！

www.acer.co.jp

ど な た でも 簡 単 に 使 える 独 自 設 計 の Liquid Z20 0 。
AcerRAPID™ 〈エイサーラピッド〉

Liquid Z200

型番

JANコード

ボタンひとつで機能をサッと呼び出せる 。

カラー

カメラの起動もアプリの使用なども背面内蔵のボタンを押すだけ。
使いたい機能を
ワンプッシュで瞬時に呼び出して楽しめる独自のAcerRAPID™を備えています。
例えば

この瞬間を撮りたいと思ったら
背面のボタンをプッシュ。

カメラのクイック起動により
シャッターチャンスを逃さない。

ブラック

OS

Android™ 4.4.2

CPU

MediaTek MT6572M デュアルコア（1.0GHz）

ストレージ※1

4GB

システムメモリ※2

512MB

ディスプレイ※3

4型カラー液晶（WVGA、800×480ドット）

カメラ有効画素数

約 200万画素

センサー

加速度センサー

位置情報

A-GPS/SUPL 対応

サウンド

スピーカー内蔵

無線 LAN
（WiFi）※4

IEEE802.11b/g/n

Bluetooth

Bluetooth ®4.0＋EDR

®

通信方式

Quick Mode〈クイックモード〉

4515777564083

HSPA/W-CDMA：900MHz/2100MHz
GSM/GPRS/EDGE：850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz

使いやすい画面モードを選んで設 定できる。
アプリやダイヤル機能、コミュニケーションツールなどが、あらかじめ使いやすく
設定されている4つの画面モードから選べます。

6つの通話先を

SMSや通話先など、

写真付きで表示する

よく使う機能をまとめた

「ベーシック」モード

「シニア」
モード

アプリの利用や

入力しやすく、

コミュニケーションに便利な

最新機能も使える

「クラシック」モード

日本語入力

Google 日本語入力

SIMカードスロット

標準 SIM×1/microSIM×1

USBポート

Micro USBポート×1

外部メモリ

microSD（最大 32GB）

ヘッドフォン端子

3.5mmオーディオジャック×1

連続待受時間

約 200 時間

連続通話時間

約 3時間

バッテリー容量※5

1300mAh リチウムイオンバッテリー

本体サイズ

約126
（H）×65（W）×10.3/10.7（D）mm

質量

約130g
（バッテリーパック装着時）

主な付属品

バッテリーパック、USBケーブル、ACアダプター、
クイックガイド（保証書付き）

「キーパッド」
モード
保証期間

1年間（日本国内保証）

※1 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。※ 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 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 バッテリーパックは消耗品です。
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。
＊電波法に基づく技術基準適合証明と、
電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けた製品ですので、
日本国内で安心してご利用いただけます。
＊本製品は 3G回線での通信になります。
＊本製品には SIM カードは含まれておりません。
＊SIMカードを挿入して
パケット通信を使用する場合、通信事業者の定める利用料金が発生します。＊本製品は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。＊GSM/GPRSは海外でサービスされている地域で、現地のSIMカードを挿入した場合のみ使用できます。＊本製品は、データの
同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバとの接続を維持するための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、テザリング機能はご利用の料金プランによりパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を
強くおすすめします。
＊テザリング機能は SIMの種類やプランにより対応しない場合があります。
＊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。

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

0570-00-1618

受付時間
（祝日・年末年始を除く）

10 : 00〜18 : 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。

I P 電 話 の方は
こちらへ

011-330-2916

※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。

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

商標について

公式ソーシャルメディア

● © 2015 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●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。

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

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。

http://www.facebook.com/AcerJapan
日本エイサー公式 Twitterアカウント

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。

https://twitter.com/AcerJapan
安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル（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/
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