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Windows 7とWindows 8 の
使いやすさがひとつになって新 登場！
Windows 7のスタートメニューとWindows 8 のスタート画面が一体化して、より使いやすくわかりやすいスタートメニューに。
おなじみのデスクトップ画面からスタートメニューを開けば、使いたいアプリに簡単に瞬時にアクセスできます。
＊アプリやデバイスは国により異なります。

操作しやすい新しいスタートメニュー
スタートメニューが復活

新 たに設 計された 通 知パネル 領 域
通知パネル領域などを含むアクションセンター

ライブタイルで情報チェック

基 本的な操作を行う一覧式のメニューと、よく使う

受信メールや最新ニュースなどの情報を、アプリを

アプリなどを置けるタイル式のメニューが 同 時に

開くことなくリアルタイムに確認できます。

を表示させるには、タスクバーの「通知」ボタン
をクリック。タッチ対応デバイスでは 右から
内側へスワイプすると表示されます。

表 示され る ので 、使 いたい 機 能・アプリが すぐ に

いろいろな通知を表示

各種設定の変更も簡単

様々なアプリからの通知や予定などが一覧で表示

ディスプレイの明るさや Wi-Fi 、タブレットモードと

されます。

いった各種設定を素早く簡単に行うことができます。

見つかります。

一覧式のメニュー

タイル式のメニュー

スタートボタン

基本機能もスタートメニューに
アカウントの切り替え
自分のアカウントを呼び出した
い時は、アカウント名をクリック
するだけ。簡単に切り替えられ
ます。

シャットダウンも再起動も
シャットダウンをはじめ、
再起動、
通知を表示できる
「通知」ボタン

スリープも「電源」から行えます。

「すべての設 定」をクリックすれ ば、詳 細 な 設 定も
思いのままです。

より使いやすく 、もっと快 適に
アプリ画面を自在に表示

アプリや情報の検索も手間いらず

どのアプリもウィンドウ表示が可能。分割表示などの

直前に使ったフォルダに即アクセス
「エクスプローラー」
フォルダを右クリックすると、
最近使ったフォルダに瞬時にアクセスできるため、

カスタマイズも自在に行えます。

タスクビュー表示でアプリを選択
「タスクビュー」ボタンをクリックすると、起 動中の

「 新しい デスクトップ 」を クリックして仮 想デスク

アプリが一覧表示されるので、エクセルからWeb に

トップを作成すれば、複数のデスクトップを切り替え

切り替えるなど、アプリの変更・選択 が手軽に行え

ながら作業できるスマートな環境が整います。

ます。

フォルダ探しに手間取りません。

アプリを名前順に表示

検索ボックスでササッと検索

「すべてのアプリ」をクリックすると、アプリが名前

探したい 情 報を検 索ボックスに 入 力するだけで、

順に表示されるので、使いたいアプリを簡単に探し

P C 内 のファイル 、ア プリ 、W e b の 情 報 を 一 緒 に

出せます。

まとめて検索してくれます。

複数のデスクトップを使い分け

タスクビューボタン

大画面ノートブック

E5

最新性能と安心が広がるデザインノート。

E5-573シリーズ／ E5-532シリーズ

15.6

タッチ対応モバイルノート

R3

360 °回転で、思いのままのスタイルに。

R3-131Tシリーズ

11.6

型

型

360°
＊アプリやデバイスは国により異なります。＊販売モデルのキーボードは日本語仕様です。

Windows 10 の
最新 OSを搭載

データのトラブル時に安心

無料

大切なデータを復旧する「データ復旧安心サービス」付き

＊アプリやデバイスは国により異なります。
＊販売モデルのキーボードは日本語仕様です。

Windows 10 の
最新 OSを搭載

持ち運びもラクラク
女 性でも軽々と持ち運べる約 1. 5kg の
軽さ。薄型＆コンパクトなのでバッグにも

PCご購入日より1年間、データ復旧に対応！

こだわりのボディデザイン

思い出の写真などが、
なくなってしまったら・
・・

外側は 触り心地の良いクロスパターンのテクスチャーデザイン。開けると

お誕生日会や
家族旅行などの
写真

ポップテイストが広がるおしゃれなスタイルです。

薄さ

20.9mm

約

軽さ

1.5 kg

約

無理なく収まります。

回転ヒンジで自在にスタイルチェンジ

1
うっかりミスによる消去や

?

ウィルス感染、
ファイル損失、

360 °回転する独自ヒンジにより、閲覧やプレゼン、入力といった、それぞれの
シーンに合ったスタイルに自由に変更できます。

システム異常などの論理的な障害

選べる2タイプのカラーリング
持 ち 運 ぶシ ーンも 使うシ ーンもスタイリッシュに 彩 る 、ス カイブル ーと

スリム感を印象づける、内側と同色のサイドライン

運動会や結婚式
などのビデオ

指紋がつきにくく、キズにも強いタフ設計

住所録や
仕事関連の
ファイル

電源ボタンのミス押しを防ぐ独自のレイアウト

1

選べる性能＆カラーの組み合わせ
E5-573シリーズはCore i3搭載のコットンホワイトモデル。E5-532シリーズは
Celeronを搭載した選べる3色をラインナップしています。

も

2

クラウドホワイトの2 色をラインナップしています。

2

?2

衝撃等による
ハードディスクの物理的な障害

1回ご利用可能

も、契約期間内にそれぞれ

滑りにくく
指紋もつきにくい

本サービスの詳細は
「 http://data119.jp/acer 」をチェック！

5 年連続
BCN アワード受賞
＊出典：BCN 2010〜2014

●本サービスは、復元ソフトで信頼と実績のあるAOSテクノロジーズ
のグループ企業であるAOSリーガルテック
（株）
が提供するサービスです。
●本サービスは、
データの復旧を100％補償するものではありません。
● 復旧データが 1T B を超える場 合は、復旧データを新品の外付け
ハードディスクに記録し、お客様へお戻しします。その新品の外付け
ハードディスクの代金はお客様負担となります。
（1TBまでは無料）

スカイブルー

ネットにサクサクつながる
高速無線 LAN「 IEEE802.11ac 」対応

高速通信でネットが楽しめる
「 IEEE802.11ac 」対応

チャコールグレー

コットンホワイト

ローズウッドレッド

電源オフでもUSB 接続で
手軽にいつでも機器に充電

クラウドホワイト

安心して持ち出せる約 9 時間駆動
出張や遠方へのお出かけなどにも安心して持ち出せる長持ち

USB充電

バッテリー。アダプターレスで一日中使えるので便利です。

9

スワイプやタップなどの
タッチ操作もスムーズで快適

仕様 一覧
E5-532シリーズ

シリーズ名

R3-131Tシリーズ

シリーズ名

E5-532-A14D/K

E5-532-A14D/W

E5-532-A14D/R

E5-573-A34D/W

R3-131T-A14D/B

R3-131T-A14D/W

JANコード

4515777560092

4515777560153

4515777560160

4515777560085

4515777560832

4515777560849

カラー

チャコールグレー

コットンホワイト

ローズウッドレッド

コットンホワイト

スカイブルー

型番

OS
プロセッサー
動作周波数
キャッシュ

チップセット
システム
メモリ※1

E5-573シリーズ

標準 /最大

ディスプレイ※2

グラフィックス

ストレージ※3

Webカメラ
メモリーカードスロット

クラウドホワイト

Windows 10 Home 64ビット

Windows 10 Home 64ビット

Windows 10 Home 64ビット

インテル ® Celeron ® プロセッサー N3050

インテル ® Core™ i3-5005U プロセッサー

インテル ® Celeron ® プロセッサー N3050

2GHz

1.60GHz（バースト・テクノロジー利用時は最大 2.16GHz）

1.60GHz（バースト・テクノロジー利用時は最大 2.16GHz）
L2キャッシュ 2MB

インテル ® スマート・キャッシュ 3MB

L2キャッシュ 2MB

（メイン・プロセッサーに内蔵）

−

−

−

標準 4GB
（soDIMM 4GB×1）/最大4GB［増設・変更不可］

標準 4GB
（soDIMM 4GB×1）
/最大4GB［増設・変更不可］

標準 4GB
（soDIMM 4GB×1）/最大4GB［増設・変更不可］

DDR3L-1600MHz SDRAM

DDR3L-1600MHz SDRAM

DDR3L-1600MHz SDRAM

15.6 型（WXGA［HD］、1366×768）/16：9画面/

15.6 型（WXGA［HD］、1366×768）/16：9画面/

11.6 型（WXGA［HD］、1366×768）/タッチパネル/

LEDバックライト/光沢パネル/1670万色

LEDバックライト/光沢パネル/1670万色

16：9画面/LEDバックライト/光沢パネル/1670万色

（メイン・プロセッサーに内蔵）、
インテル ® HD グラフィックス

（メイン・プロセッサーに内蔵）
、
インテル® HD グラフィックス 5500

（メイン・プロセッサーに内蔵）、
インテル ® HD グラフィックス

ビデオメモリ最大 2149MB（メインメモリと共用）

ビデオメモリ最大 2133MB（メインメモリと共用）

ビデオメモリ最大 2103MB（メインメモリと共用）

500GB HDD（5400rpm、SATA）

500GB HDD（5400rpm、SATA）

500GB HDD（5400rpm、SATA）

HD Webカメラ

HD Webカメラ

HD Webカメラ

SDカードリーダー

SDカードリーダー

SDカードリーダー

型番

JANコード
カラー

OS
プロセッサー
動作周波数
キャッシュ

チップセット
標準 /最大

システム
メモリ※1
ディスプレイ※2

グラフィックス

ストレージ※3

Webカメラ
メモリーカードスロット

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ

DVDスーパーマルチドライブ

−

光学ドライブ

サウンド機能

High-Definitionオーディオ準拠

High-Definitionオーディオ準拠

High-Definitionオーディオ準拠

サウンド機能

スピーカー

内蔵ステレオスピーカー×2

内蔵ステレオスピーカー×2

内蔵ステレオスピーカー×2

スピーカー

内蔵マイク

内蔵マイクロフォン×1

内蔵マイクロフォン×1

内蔵マイクロフォン×1

内蔵マイク

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠

（Wake-on-LAN 対応）

（Wake-on-LAN対応）

（Wake-on-LAN対応）

Bluetooth ®4.0 準拠

Bluetooth ®4.0 準拠

Bluetooth ®4.0 準拠

（1ポートは電源オフUSB充電機能付き）
、
イーサネット
（RJ-45）ポート×1、USB3.0ポート×2

電源オフUSB 充電機能付き）、USB2.0ポート×1、ヘッドフォン/

イーサネット
（RJ-45）ポート×1、
USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×1、

USB2.0ポート×1、ヘッドフォン/スピーカージャック×1、HDMI™出力ポート（HDCP 対応）×1、

スピーカージャック×1、HDMI™ 出力ポート（HDCP 対応）×1、

ヘッドフォン/スピーカージャック×1、
HDMI™出力ポート（HDCP 対応）×1、

アナログ（ミニD-sub 15ピン）出力ポート×1、
ACアダプター用DCインジャック×1

アナログ（ミニD-sub 15ピン）出力ポート×1、AC アダプター用

ACアダプター用DCインジャック×1

無線※4

LAN

有線

Bluetooth ®

イーサネット（RJ-45）ポート×1、USB3.0 ポート×2（1ポートは

外部インターフェース

無線※4

LAN

有線

Bluetooth ®
外部インターフェース

DCインジャック×1
入力装置

Acer FineTipキーボード（107キー/日本語）、マルチジェスチャー・タッチパッド

Acer FineTipキーボード（107キー/日本語）、

Acer FineTipキーボード（87キー/日本語）、

マルチジェスチャー・タッチパッド

マルチジェスチャー・タッチパッド

ソフトウェア

入力装置

ソフトウェア
【標準搭載のWindows ストア アプリ】Acer Explorer（チュート
リアル）
、Music Maker Jam
（音楽作成）
【標準搭載のWindows ストア アプリ】
Acer Explorer（チュートリアル）、Music Maker Jam（音楽作成）
【Desktop アプリ】abDocs
（クラウドファイル管理）、
abFiles（クラウド管理）、

abPhoto（クラウド写真管理）、Acer Care Center（システム管理）、Acer Power Button（電源オフ/スリープツール）、
Acer Power Management（電源設定管理）、Acer Quick Access（デバイス設定ツール）、
Acer Recovery Management（リカバリ管理）、CyberLink® PowerDVD（メディア再生）、
Foxit PhantomPDF Business（PDF 閲覧［30日間体験版］）、マカフィー リブセーフ インターネットセキュリティ（ウィルス対策［30日間体験版］）

【 Desktop アプリ】abDocs（ クラウドファイル管理）、abFiles
（クラウド管 理）、abPhoto（クラウド写 真管 理）、Acer Care

Center（システム管理）、Acer Power Button（電源オフ/スリープ
ツール）、Acer Power Management（ 電源設定管理）、Acer

Q u i c k A c c e s s（ デバイス 設 定ツール ）、A c e r R e c o v e r y
Management（ リカバリ管 理）、Cy ber Link Power DV D
®

（メディア再生）、Foxit PhantomPDF Business（ PDF 閲覧

【標準搭載のWindows ストア アプリ】
Acer Explorer（チュートリアル）、Music Maker Jam（音楽作成）
【Desktop アプリ】abDocs
（クラウドファイル管理）、
abFiles（クラウド管理）、

abPhoto（クラウド写真管理）、Acer Care Center（システム管理）、Acer Power Management（電源設定管理）、
Acer Quick Access（デバイス設定ツール）、Acer Recovery Management（リカバリ管理）、
Foxit PhantomPDF Business（PDF 閲覧［30日間体験版］）、
マカフィー リブセーフ インターネットセキュリティ（ウィルス対策
［30日間体験版］
）

［ 3 0 日間 体 験 版 ］）、マカフィー リブセーフ インターネット
セキュリティ（ウィルス対策［30日間体験版］）

Office
電源
バッテリー駆動時間※5

KINGSOFT® Office 2013 Standard

KINGSOFT® Office 2013 Standard

KINGSOFT® Office 2013 Standard

45W ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）

45W ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）

45W ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）

約5時間（4セル）

（4セル）
約5時間

（4セル）
約 9 時間

Office
電源
バッテリー駆動時間※5

［2011年度省エネ基準達成率］
N区分 0.10（AA）

［2011年度省エネ基準達成率］
N区分 0.033（AAA）

［2011年度省エネ基準達成率］
N区分 0.14（AA）

寸法

約 24.9/29.2（H）×381.6
（W）×256
（D）
mm

約 24.9/29.2（H）×381.6
（W）×256（D）mm

約 20.9
（H）×298
（W）×211
（D）
mm

寸法

質量

約 2.4kg
（内蔵バッテリー含む）

約 2.4kg（内蔵バッテリー含む）

約1.5kg（内蔵バッテリー含む）

質量
主な付属品

エネルギー消費効率※6

主な付属品
保証

ACアダプター、ACコード、保証書

ACアダプター、ACコード、保証書

ACアダプター、ACコード、保証書

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

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

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

エネルギー消費効率※6

保証
＊アプリやデバイスは国により異なります。

※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。
製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。
※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、さらにハードディスク内の
Recoveryソフトウェアのリカバリディスク領域があることによって、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
ただし、留学就労ビザは対象外です。＊長時間使用すると、
放熱のため排気孔が熱くなる場合が
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。

あります。パソコンの冷却の為であり、異常ではありません。＊製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える
衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。＊搭載ハードディスクにおけるパーティションおよびファイルシステム
の改変が行われた場合、リカバリシステムの動作は保証いたしません。＊リカバリC D は付属しておりません。＊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。

