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ゲーミングタワー

ゲーミングノート

ラス ボ ス 殲 滅 。向 かう所 、敵 なし 。
そんな 別 格 の 戦 力を 備えた Predator シリーズ で
最 強 ゲ ーマー の 称 号 をいち 早く手 に 。

ゲーミングディスプレイ

ゲーミングAndroidタブレット

ゲーミングディスプレイ
ゲーミングディスプレイ

ゲーミングプロジェクター

ゲーミングタワー

戦闘マシンにふさわしい装甲型ボディ
＊弊社にて動作確認済み
（Blizzard社の公式認定ではありません）

ネット接続をより高速化

攻 撃されてもびくともし な い 。そん な 威 圧 感さえも 与えるゲ ーミン グ P C に

有線（イーサネット）と無線（ Wi-Fi ）の LAN 環境を統合する

ふさわしい戦闘スタイルに仕上げています。

専用アプリ「 K iller D ouble Shot Pro 」により、高速 かつ
安定したネット接 続を実現。専用アプリで接 続 環境を自分
好みにカスタマイズすることも可能です。オンラインゲーム

フルパワーを発揮する16L ボディ

などがハイスピード通信で楽しめます。

驚異のパワーをもたらすとは思えないほど、ボディはコン

高速 SSD のレスポンス

パクト 。ゲーミングデスクトップの高 性 能 はそのままに 、
サイズの 小 型 化 に 成 功したことで 、省スペ ースでも設 置
可能です。

HDDのほか、読み書きが速い SSD（256GB）を搭載している
ので、ゲームの起動やゲーム中のローディングなどが超高速。

MMORPGのマップ移動などもあっという間です。

相手を威嚇するキラールック

強力な高速・大容量スペック

Predator ロゴとボディ中央・下部から

メモリはゲームマシンにふさわしい高速 D D R4 の 16G B で、拡張も 64GB まで

光 を 放 つフルカラ ー グ ラウル イルミ

可能。さらに、起動ドライブとは別にデータドライブとして1TBの大容量HDDも備え

ネーションを装備。色やライティングを

ているので、ゲームのインストールなども余裕で行えます。

パワフルにカスタマイズしながら存在
感をアピールできます。

あらゆる操作が自由自在
CPU の周波数、システムの温 度、ファンの回転 速 度など、マシンの情 報把握に
役 立つ最新の Predator Sense を搭載。調整・設定などの各種コントロールも
広範囲に行えます。

最大 4GHz の MAX スピードで処理
トップクラスの性能を誇る第 6 世代インテル ® C o r e™ i7
プロセッサ ーが 、パワー 全 開で処 理 。ゲームによっては 、
ターボ・ブーストでさらにパワーアップし、MA X スピードの
処理能力を見せつけます。

サウンド効果もハイクオリティ
敵の足音や対話などの音声を増幅したり、シーンに合ったサウンド効果に自動
調整したり。まるで戦場にいるかのような臨場感を演出するSound Blaster X-Fi

MB5を搭載しています。

ずば抜けたグラフィックス性能
小型ボディからは想像もできない別格の描画力。GPUの頂点
に 君 臨 する ほ どレ ベ ル の 高 いフル サイズ の N V I D I A ®

合計460Wのパワー出力
2 個の 230W AC アダプターを採用。PC 内部の熱の発生を少しでも抑えられる
よう設計されています。

GeForce ® GTX 1070により、高精細グラフィックの美しさが

超高画質の8K パネルでプレイ

ウリの最新ゲームも余すことなく楽しめます。

フルハイビジョン（ 1920×10 8 0 ）の 16 倍の解像度を持つ
超 高 精 細な 8 K（ 7 6 8 0 × 4 3 2 0 ）パネル へ の出力が 可能 。
スーパーハイビジョンならではの圧巻の映像美でゲームの
世界に浸れます。

GeForce ® GTX 1070

グラフィックス性能が低い場合

G-SYNC™搭載モニターに対応
NVIDIA ® G -SYNC™ 搭載モニターに接続すれば、さらに

［

CPU

VRゲームも快適な動作環境でプレイできる
「 GeForce ® GTX VR Ready 」に対応

］インテル ® Core™ i7-6700 プロセッサー

［ グラフィックス ］NVIDIA ® GeForce ® GTX 1070 8GB
［

メモリ

［

ストレ ージ

プレイ環境がレベルアップ。本機搭載の強力なGPUが画面の
リフレッシュレートを担うことで、テアリングや入力遅延など
が解消された極めてスムーズなプレイ環境が実現します。

］16GB DDR4
］256GB SSD＋1TB HDD

［

OS

］Windows 10 Home 64ビット

［

電源

］230W（ACアダプター）×2

●仕様の詳細は P.16 をご覧ください。
Ⓒ 2016 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved.

外したヘッドセットはクレードルへ

お好みのコントローラーで操作

ボディ両サイドにヘッドセットをかけられる専用クレードルを装備。片サイドを

自分の操作感にフィットするコントローラーが使えるよう、あえてキーボードと

壁につけて置いても、逆サイドのクレードルが使える安心設計です。

マウスを付属していません。お好きなものを自由に選んでお楽しみください。

ゲーミングタワー

戦闘マシンにふさわしい装甲型ボディ

外したヘッドセットはクレードルへ

攻 撃されてもびくともし な い 。そん な 威 圧 感さえも 与えるゲ ーミン グ P C に

休憩する時などに外したヘッドセットを

ふさわしい戦闘スタイルに仕上げています。

かけておける、便利な専用クレードル
付きです。

＊対象モデルについてはP.15をチェック！

処理能力の高さは最新 CPUならでは
オーバークロックを可能にする第6 世代インテル ® Core™ i7
プロセッサーを搭載。最新の人気オンラインゲームなども、
クアッドコアと最大 4. 2GHz の高速処理でストレスのない

すべての情報を自在にコントロール

スムーズなプレイ環境を実現します。
［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

CPU の周波数、システムの温度、ファンの回転速度など、マシンの全情報を把握
できる P r e d a t o r S e n s e を搭 載。各種モードの調整 や設 定なども手軽に行え
ます。

［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

指 1本で自在にオーバークロック
マシン の ポ テン シャル を 高 め るワン

差し込むだけでストレージを強化

パンチオーバークロックを装備。本体
上部のTURBO ボタンを押すと一気に

ツールレスで増設できるEasySwap対応 HDD ベイを装備。

パ ワ ー 全 開 に 。オ ー バ ー クロックが

ベイをロックすれば、セキュリティも確保できます。大容量化

実行されると、レッドゾーンへの突 入

しつつあるゲームコンテンツにも余裕で対応可能です。

を 示 す か のようにサイドのパ ーツ が
赤く点灯します。
［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

高精細の 4K/2K パネルへ出力可能
キャラクターや背景のディテールまでクリアに映し

最新グラフィックスの圧倒的なパワー

出す、フル HD（1920×1080）の 4倍の画素数を備えた

UHD モニターへの出力に対応しているので、感動の
搭載されたNVIDIA ® GeForce ® GTX 980/970 は世界の

4K 品質で思う存分楽しめます。

最先端をゆくハイエンドGPU。3Dグラフィックスのジャギー
を低減する MFA Aや 1080p 表示で4K 品質のゲーミングを
可能にするDSRといった多彩な先進技術で映像美を高め、
プレイヤーをゲームの世界に惹き込みます。

G-SYNC™搭載モニターに対応
NVIDIA ® G -SYNC™ 搭載モニターに接続すれば、さらにプレイ環境がレベル
アップ。本機搭載の強力なGPUが画面のリフレッシュレートを担うことで、テアリ
ングや入力遅延などが解消された極めてスムーズなプレイ環境が実現します。

MFAA技術あり

MFAA技術なし

VRゲームも快適な動作環境でプレイできる
「 GeForce ® GTX VR Ready 」に対応

サウンド効果もハイクオリティ
［

CPU

］インテル ® Core™ i7-6700 プロセッサー

［

CPU

］インテル ® Core™ i5-6400 プロセッサー

［

CPU

］インテル ® Core™ i7-6700K プロセッサー

［グラフィックス］NVIDIA ® GeForce ® GTX 970 4GB

［グラフィックス］NVIDIA ® GeForce ® GTX 970 4GB

［グラフィックス］NVIDIA ® GeForce ® GTX 980 4GB

［

［

［

メモリ

］16GB DDR4

［ ストレ ージ ］1TB HDD

メモリ

］8GB DDR4

［ ストレ ージ ］1TB HDD

メモリ

］16GB DDR4

［ ストレ ージ ］128GB SSD＋3TB HDD

［

OS

］Windows 10 Home 64ビット

［

OS

］Windows 10 Home 64ビット

［

OS

］Windows 10 Home 64ビット

［

電源

］500W

［

電源

］500W

［

電源

］730W

トンネル式のエアフローで急速冷却

その場で戦っているかのような臨場感を生み出すSound Blaster X-Fi MB5と、
驚異のサウンドエフェクトを実現する Sound Blaster Cinema 2 が、ゲームを

フロントと左サイドから空気を取り込 み、背面へ 排熱する

エキサイティングに演出してくれます。

IceTunnel 冷却システムを採用。空気の流れるフィールドを
最適化した新構造で、より効率的な急速冷却を実現します。
＊AG3710-H76F/G、N58F/Gは別構造のIceTunnel冷却システムを採用。

お好みのコントローラーで操作

●仕様の詳細は P.16 をご覧ください。

自分の操作感にフィットするコントローラーが使えるよう、あえてキーボードと
Ⓒ 2010 - 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.／Ⓒ 2012 - 2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.／Ⓒ 2015, 2016 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.／
Ⓒ 2012-2016 Wargaming.net All rights reserved／Ⓒ 2009-2016 Wargaming.net 2013 Wargaming.net LLP. All rights reserved. Powered by BigWorld Technology™

マウスを付属していません。お好きなものを自由に選んでお楽しみください。

ゲーミングノート

フルパワーで処理する最新 CPU

専用のゲーミングキーボード

トップクラスの性能を誇る第 6 世代のインテル ® Core™ i7

ゲーマーが頻繁に使う「W、A、S、D」と「矢印キー」にレッドカラーを施し他のキーと

プロセッサーを搭載。4コア/8スレッドによる高速処理と自動

差別化。
LEDバックライト付きキーボードは、
1600万色を超えるRGB色から好きな色を

パワーアップ機能によって、驚くほどスムーズなゲーム体験が

選択でき、
4つのゾーンごとに色を指定できます。

味わえます。

カスタマイズ 可 能 な ホット キ ー も 搭 載し 、
ゲームごとにキ ーボードを自分好 み の 操 作
グ
環境に設定可能です。キー配列は、ゲーミング
コントローラーらしくクールな英語版キーボード

ケタ違いのグラフィックス性能

です。

デスクトップ並みのハイテクパワーを発揮するNVIDIA ® GeForce ® GTX 980Mが
最高の PC ゲーム体験を実現。PhysX などの先進技術が本物のようなリアルな
ビジュアルを再現し、大容量8GBの高速GDDR5メモリが圧倒的なスピードで描画

低音の迫力が広がるサウンド

処理を施すなど、
かつてない映像品質とプレイ環境でゲームに浸れます。

2 基 のスピーカー 、サブウーファー による音 響システムと
ドルビーオーディオにより、ずっしりとした低音もパワフルに
広がる大迫力のリアルサウンドでゲームを満喫できます。

超高解像度の 4Kビジュアル

3 基のファンでパワフル冷却

どんなジャンルのゲーム映像もため息がでるほどの

光学ドライブを取り外し、そこにCoolerMaster

キャラも背景もディテールまで美しく鮮やかに映し

社 製 の冷 却 ファン モジュール「 P r e d a t o r

出す超高画質の 4K2K パネルを搭載しています。

リアリティ。フル HD の 4倍の画素数（3840×2160）で

FrostCore」をセットできる新設計。内蔵2基との

4K2K（UHD）3840×2160

トリプル冷却ファンシステムによって排熱効率
が最大限まで高まり、パワフル冷却が実現する
ことで、ロングプレイ中でも安心してゲームに

Full HD 1920×1080

集中できます。

冷却力をアップ
■2基の金属製ブレードの採用によりエアフローが15％向上した
「AeroBlade」ファン。ノイズ

レベルを最小限に抑えつつ、
より高い冷却能力を発揮。
■ゲーマーが手動でファン速度をターボモードに設定し、
冷却力をパワーアップできる独自

アプリ「CoolBoost」を搭載。

トリプルモニターで映像表示
塵を自動除去し高性能をキープ

最大3台の外部モニター接続に対応しているので、トリ
プルモニターによる大画面での迫力プレイも思いのまま。

Predator DustDefender が、起動時に内蔵の冷却ファンを

究極のゲーミング環境をもたらすNVIDIA ® G-SYNC™

高速で逆回転させ、塵やほこりを自動的に除去。ファンを常に

搭載モニター
（1台）への出力も可能です。

クリーンにすることで排熱効率を維持し、製品寿命も延長。

Predator 15は、手入れなどを気にすることなく遊べるゲーマー
想いの設計となっています。

［

CPU

］インテル ® Core™ i7-6700HQ プロセッサー

［ グラフィックス ］NVIDIA ® GeForce ® GTX 980M 8GB
［

液晶

［

メモリ

［

ストレ ージ

［

OS

］15.6型4K2K（Ultra HD、
3840×2160）
］32GB DDR4
］256GB SSD（128GB×2、
RAID 0）＋1TB HDD
］Windows 10 Home 64ビット

●仕様の詳細は P.16 をご覧ください。
Ⓒ 2010 - 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.／Ⓒ 2012 - 2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

ネット接続をより高速化
有線（イーサネット）と無線（ Wi- Fi ）の L AN 環境を統合する専用アプリ「 Killer

PredatorSenseで全情報を操作

DoubleShot Pro」により、高速かつ安定したネット接続を実現。専用アプリで接続

CPUの温度やファンの速度などの情報をリアルタイムで確認できるほか、システム

環境を自分好みにカスタマイズすることも可能です。オンラインゲームなどもハイ

の設定・調整も可能。カスタムキーの設定やバックライトカラーの選択なども手軽に

スピードの快適な通信環境で楽しめます。

行えます。

ゲーミングプロジェクター

［
［

解像度
輝度

ゲーミングディスプレイ

［

質量

パネル方 式

［

解像度

］1920×1080 ［

［

サイズ

］27型

※1
［リフレッシュレート］170Hz（最大）

［

パネル方 式

］TN

［

［

解像度

］1920×1080 ［

］28型

［リフレッシュレート］60Hz※2

］TN

［

［

サイズ

］2200 ANSI lm（標準）

［

パネル方 式

［

解像度

［ アスペクト比 ］16：9（通常）
投 写比 率

サイズ

［

］フルHD（1920×1080）

［ コントラスト比 ］20000：1（最大）
［

［

］24型

［リフレッシュレート］180Hz（最大）※1

］TN

［

応答 速 度

3D機能

応答 速 度

3D機能

応答 速 度

］1ms（GTG）
］NVIDIA ® 3D VISION対応

®

］1ms（GTG）
］NVIDIA ® 3D VISION対応

］1ms（GTG）

］3840×2160

●仕様の詳細は P.17 をご覧ください。

］100インチ@1.5m
］約3.4kg

●仕様の詳細は P.17 をご覧ください。

最適なゲーミング映像を投写

惹き込まれるフル HD の美しさ

暗い映像の視認性を高める「 Dark FPS 」、明るい映像を見

ディテールまで鮮明に表現するフル HD（ 1920×1080 ）の

やすくする「 B r i ght FP S 」、映 像を自動 調整する「 G am e

高解像 度プロジェクター。ゲーム映 像をハイビジョン画質

Auto 」の 3 つのゲームモードを搭載。ゲーム内容に合わせ

の惹き込まれるような映像美で再現します。

て選べば、鮮明な映像で楽しめます。

至近距離から迫力の大画面映像

映像をより豊かな色彩で表現

わずか約1.5m の投写距離で100インチの大画面を実現する

色再 現性を高める C o l o r Pur it y 採用の RG B RG B カラー

短 焦点設 計。スペースにゆとりのないお部屋でも、場所を

ホイールにより、当社従来比で17 ％色域が広がり、鮮やかで

取らずに大画面の迫力でプレイできます。

自然な色味を再現します。

高解像度の際立つ美しさ

最速クラスの応答速度1ms

細部まで鮮明にキレイに映し出す1920×1080 のフル

キャラクターやシーンの動きが速いゲームなども、残像感や

HD モデルと、フル HD の 4倍の画素数（ 3840×2160 ）

ぼ ん やり感 のないくっきりシャープな 映 像クオリティで

を 備えた 超 高解 像 度 4 K モデル の 2 タイプをライン

楽しめる1ms（ GTG ）の高速レスポンスです。

ナップしています。

究極のゲーム環境を実現するG-SYNC™対応
最大180Hz の超高速駆動

画 面のリフレッシュレ ートを P C 搭 載のグラフィックスカード ※ に制 御させる

ゲームに不可欠な最大180Hzの高いリフレッシュレートを実現。オーバークロック

NVIDIA ® G-SYNC™に対応。高速リフレッシュレートによって映像のテアリング

機能を有効にした高速駆動により、ちらつきのないなめらかなゲーム映像でプレイ

やカクつき、入力遅延などが最小限に抑えられ、いつでも高品質なプレイ環境で

できます。

ゲームを満喫できます。

＊モデルによってリフレッシュレートは異なります。

※G-SYNC™対応グラフィックスカードが必要です。対応グラフィックス
カード情報はNVIDIA公式サイトをご覧ください。

ゲームジャンル別のView モード
180Hz設定時

ゲームジャンルに合った最 適な映 像品質に設 定できる 3 種 類の G am e V i ew

低レート時

モードを搭載。各モードを自分好みの映 像表示にカスタマイズして上書き保存

3Dコンテンツに対応

DTS のサウンドクオリティ

ワイヤレス環境で音声出力

することも可能です。

暗いシーンを見やすく表示

Game View モード

3D対応の再生機器と付属のDLP® 3D対応メガネを

内蔵の DTS サウンド対応スピーカー（ 10W×2 ）が、

B l u e t o o t h ® 搭 載 により 、対 応 の ヘッドセットや

使えば 、迫 力ある 3 D 映 像を簡単に 楽しむことが

クリアで高音質なゲームサウンドをもたらします。

スピーカーがワイヤレス接続で使用できます。

暗いシーンの視認性を 1〜 3 のレベル選択だけで高められる Dar k Boost 機能

＊本製品の内蔵スピーカーから
音声を出力する機能ではあり
ません。

付き。さらに明暗の強弱を調整して視認性を向上できる Adaptive C ontrast

・リアルタイムストラテジーゲーム向けの RTS モード

機能も搭載しています。

・シミュレーションゲーム向けの SLG モード

できます。

＊XB281HKbmiprzは非搭載。

・レースゲーム向けの RCG モード

※1 DisplayPort接続時、かつオーバークロック機能有効時の最大値です。※2 DisplayPort接続時の数値です。HDMI™接続時は30Hzです。

ゲーミングディスプレイ

包まれるような 35 型湾曲 VA パネル

究極のゲーム環境を実現するG-SYNC™対応

2 0 0 0 R の 緩 や かなカーブをつけ たプレイヤー 中心 の 画 面スタイル 。迫 力の

画面のリフレッシュレートをPC 搭載のグラフィックス

35 型大画面に、純粋な「黒」を表現できるゲームに適したVA パネル方式を採用

カード※に制御させるNVIDIA ® G-SYNC™に対応。

しています。

高速リフレッシュレートによって映像のテアリングや

［搭載モデル：Z35bmiphz］

カクつき、入力遅延などが最小限に抑えられ、いつでも
高品質なプレイ環境でゲームを満喫できます。
※G-SYNC™対応グラフィックスカードが必要です。対応グラフィックス
カード情報はNVIDIA公式サイトをご覧ください。

G-SYNC™対応

G-SYNC™非対応

プレイヤーを優しくケア
頭痛などの症状を引き起こす恐れのあるフリッカー現象を
抑 えるフリッ カ ー・レス 技 術と 眼 精 疲 労 の 要 因 とな る
ブル ー ライトを 軽 減 するブル ー ライトフィル ター 機 能を
搭載しています。
＊眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。

ゲームジャンル別のView モード
ゲームジャンルに合った最 適な映 像品質に設 定できる 3 種 類の G am e V i ew
モードを搭載。各モードを自分好みの映 像表示にカスタマイズして上書き保存
することも可能です。

立体感のある迫力サウンド

Game View モード

立体感のある良質なクリアサウンドを生み出す「 DTS Sound 」に対応。その聴き

・レースゲーム向けの RCG モード

心地も大出力ステレオスピーカーならではの迫力です。

・リアルタイムストラテジーゲーム向けの RTS モード

＊スピーカーの出力はモデルによって異なります。

・シミュレーションゲーム向けの SLG モード

［

サイズ

［

パネル方 式

［

解像度

］35型湾曲

［リフレッシュレート］200Hz（最大）※1

］VA

［

応答 速 度

イルミでプレイ環境を演出
暗いシーンを見やすく表示

］4ms（GTG）

画面下部にイルミネーション LED ライトを装備。明るさやカラー、発光パターン

］2560×1080 ［ R 値（曲面半 径）］2000R

暗いシーンの視認性を 1〜 3 のレベル選択だけで高められる Dar k Boost 機能

●仕様の詳細は P.18をご覧ください。

などを自由に設定できるので、ゲームの雰囲気に合わせた演出なども楽しめます。

付き。さらに明暗の強弱を調整して視認性を向上できる Adaptive C ontrast
機能も搭載しています。

USB 機器の接続に便利なUSB ハブ
USB 機器を簡単に接続できる4ポートUSB3.0 ハブを搭載。
1ポートはUSBチャージに対応しているので、スマートフォン
オリジナル

［

サイズ

［

パネル方 式

［

解像度

］34型湾曲

※1
［リフレッシュレート］100Hz（最大）

］IPS

［

応答 速 度

Level 3

への充電などにも活用できます。

］4ms（GTG）

］3440×1440 ［ R 値（曲面半 径）］3800R

●仕様の詳細は P.18をご覧ください。

照準表示で敵を狙いやすく

プレイしやすいスタイルに

F P S ゲームで活躍 する照準 表示機能

画面の高さやチルト角度を調節できるエルゴスタンドにより、楽しみやすい最適な

を搭 載 。照準デ ザインは 3 タイプから

ポジションでプレイできます。 ＊モデルによって調節機能は異なります。詳細は仕様をご覧ください。

選べます。
※1 DisplayPort接続時、かつオーバークロック機能有効時の最大値です。

ゲーミングAndroidタブレット

パワフルな最新テクノロジー

極細 2mm の鉛筆で手軽にスケッチ

インテル ® Atom™ x7 プロセッサーとインテル ® HD グラ

Pre dator Prec ision Plus 技術がタッチの感度をグレードアップ。高精度化

フィックスの強力な最新技術が、高速描画によるゲームに

したスクリーンにより、専用のスタイラスペンがなくても、芯先 2mm の鉛筆でも

最も適したハイグラフィックス性能を実現します。

スケッチなどが楽しめます。

4スピーカー×ドルビーの本格仕様
ゲームサウンドをエキサイティングに。大迫力のバーチャル
サラウンドを4 基のスピーカーで実現するPredator Quadio
をはじめ、ゲーム・映画・音楽などコンテンツに合った良質
な サウンドを 生 み 出すドルビーオー ディオも搭 載してい
ます。

ハッとするほど色鮮やか
彩度を極 限まで高め 、さらに s RG B の 色 域を 13 0 ％ 再 現
する P r e da t o r C o l o r B l a s t 技術を搭載。カラフルな映 像
などもハッとするほどビビッドで色鮮やかなビジュアルで
満喫できます。

ColorBlast技術あり

ColorBlast技術なし

楽しむコンテンツに合った AV 環境に
独自アプリ「Predator MediaMaster」搭載により、いつでも

バイブで体感しながらプレイ

最適な AV 環境で楽しめます。コンテンツに合わせて「スタン
ダード」
「 アルバム」
「 映画」
「 ゲーム」からモードを選ぶだけ。
簡単なタッチ操作で手間なく設定できます。

プレイ中にバイブレーションを作動させる

Predator TacSenseを装備。ゲームシーン
に合ったバイブレーションの演出によって、
現実のシーンに近いリアルな感覚で遊べ
ます。

［対象ソフト：アスファルト8］

8 型画面に広がる高解像度の映像美
8 型液晶は高解像度1920×1200 の美しさ。画面の明るさは
380cd/m2の高輝度設計。あらゆるコンテンツを鮮明に映し

高速通信でオンラインゲーム

出し、テラスなどでのゲームプレイも動画視 聴もクリアな
表示で楽しめます。

オンラインゲームも高速のワイヤレスLAN 環境でスムーズにプレイ。デュアルアン

屋外でも見えやすく

します。

テナでデータを送受信するMIMO 技術により、最大 2倍のハイスピード通信を実現

太陽光の乱反射を抑えるZero Air Gap 技術により、屋外でサイト
などを開いても鮮明表示で見られます。

［

CPU

］インテル ® Atom™ x7-Z8700 プロセッサー

［

液晶

］8型WUXGA（1920×1200）

［

メモリ

［

スロット

］microSD

視野角の広いIPS パネルなので、友人たちと一緒にサイトを見たり、

［

バッテリー

］約 8.5 時間

家族で動画を楽しんだりできます。

［

質量

］2GB

］約350g

●仕様の詳細は P.18をご覧ください。

斜めから見てもキレイ

microSDで保存容量をアップ
ストレージとしても機能する microSD カードリーダー付き
なのでゲ ームや 音 楽 などのストックも思い のまま 。最 大

128GBまで保存容量を増やせます。

人 気ゲ ームを 快 適 にプレイできる Predator シリーズ 。
ゲーミングタワー
製品情報はP.3-6をご確認ください。
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
システムメモリ※1

標準 /最大

スロット数

オンライン

推奨認定モデル

推奨認定モデル

AG6710-H76K/G、AG3710-H76F/G、G9-592-H73H/L

AG6710-H76K/G、AG3710-H76F/G、G9-592-H73H/L

メモリーカードスロット
光学ドライブ
サウンド機能
スピーカー

LAN
無線※4
有線

Bluetooth ®
外部インターフェース

拡張スロット※5

ドライブベイ

入力装置
ソフトウェア

Office
電源
エネルギー消費効率※7
寸法
質量
主な付属品

フィギュアヘッズ

World of Warships

推奨認定モデル

推奨認定モデル

AG6710-H76K/G、AG3710-H76F/G

AG3710-N58F/G

AG3710-N58F/G
4515777562058

インテル ® Core™ i7-6700 プロセッサー
3.40GHz（インテル ® ターボ・ブースト・テクノ
ロジー2.0利用時は最大4.00GHz）

Windows 10 Home 64ビット
インテル ® Core™ i7-6700K プロセッサー
インテル ® Core™ i7-6700 プロセッサー
4.00GHz（インテル ® ターボ・ブースト・テクノ
3.40GHz（インテル ® ターボ・ブースト・テクノ
ロジー2.0利用時は最大4.20GHz）
ロジー2.0利用時は最大4.00GHz）

インテル ® スマート・キャッシュ 8MB
（メイン・プロセッサーに内蔵）
インテル ® Z170 Express チップセット
標準16GB
（8GB×2）/最大64GB
DDR4-2133MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャネル対応

インテル ® Core™ i5-6400 プロセッサー
2.70GHz（インテル ® ターボ・ブースト・テクノ
ロジー2.0利用時は最大3.30GHz）
インテル ® スマート・キャッシュ 6MB
（メイン・プロセッサーに内蔵）
インテル ® B150 Express チップセット
標準 8GB
（4GB×2）/最大64GB
DDR4-2133MHz SDRAM/DIMM、
デュアルチャネル対応

4（空き×2）
NVIDIA ® GeForce ® GTX 980、
NVIDIA ® GeForce ® GTX 970、
専用ビデオメモリ4096MB
専用ビデオメモリ4096MB
128GB SSD（M.2）＋3TB HDD（7200rpm、
1TB HDD（7200rpm、SATA）
SATA）
SDカードリーダー
DVDスーパーマルチドライブ
Creative Sound Blaster X-Fi MB5
Creative Sound Blaster Cinema 2
ー
ー
Killer DoubleShot Pro
IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠
Bluetooth ® 4.1準拠
Bluetooth ® 4.0準拠
【フロント】
USB3.0ポート×2（1ポートは電源
【フロント】USB Type-Cポート×1（USB3.1
オフUSB充電機能付き）
、マイクロフォンジャッ
Gen 2、最大10Gbps、電源オフUSB充電機能
ク×1、ヘッドフォンジャック×1 【バック】イー
付き）、
【フロント】
USB3.0ポート×1（電源オフUSB充電
USB3.0ポート×2、マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォンジャック×1
サネット
（RJ-45）ポート×1、USB3.0ポート×
機能付き）、マイクロフォンジャック×1、ヘッド
【バック】イーサネット（RJ-45）ポート×1、USB3.0ポート×4、
USB2.0ポート×2、
4、USB2.0ポート×2、オーディオポート×3、
フォンジャック×1 【バック】イーサネット
オーディオポート×3、HDMI™出力ポート×1（グラフィックスカードポート/HDCP対応）、
HDMI™出力ポート×1（グラフィックスカード
（RJ-45）ポート×1、USB3.0ポート×4、オー
DVI-I出力ポート×1（グラフィックスカードポート/HDCP対応/DVI-VGA 変換アダプター付き）、
ポート）、
DVI-I出力ポート×1（グラフィックス
ディオポート×6、HDMI™出力ポート×1（グラ
DVI-D出力ポート×1（グラフィックスカードポート/HDCP対応）、
カードポート/HDCP対応/DVI-VGA 変換アダ
フィックスカードポート/HDCP対応）
、DVI-D
DisplayPort（出力）×1（グラフィックスカードポート）、HDMI™出力ポート×1（使用不可）、
プター付き）、DisplayPort（出力）×3（グラ
出力ポート×1（グラフィックスカードポート
DisplayPort（出力）×1（使用不可）
フィックスカードポート）、HDMI™出力ポート
/HDCP対応）、DisplayPort（出力）×3（グラ
×1（使用不可）、
DisplayPort（出力）×1（使用
フィックスカードポート）
不可）
PCI Express 3.0 X16 スロット×1（空き×0）、
PCI Express 3.0 X16 スロット×1（空き×0）、
PCI Express 3.0 X16 スロット×1（空き×0）、
PCI Express 2.0 X1 スロット×2（空き×2）、
PCI Express 2.0 X1 スロット×2（空き×2）、
M.2 スロット×2（空き×0）
M.2 スロット×2（空き×0）
M.2 スロット×2（空き×1）
5.25" スリム光学ドライブベイ×1（空き×0）、
5.25" 光学ドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HDドライブベイ×2（空き×1）、
3.5" HDドライブベイ×1（空き×0）、
EasySwap対応HDドライブベイ×1（空き×1、コールド・スワップ）
2.5" HDドライブベイ×1（空き×1）
ー
【Desktop アプリ】
Acer Care Center（システム管理）、Acer Quick Access（デバイス設定ツール）、Acer Recovery Management（リカバリー管理）、PredatorSense（システム管理）、
CyberLink® PowerDVD（メディア再生）、Steam（ゲームポータル）、Killer Network Manager Suite（ネットワークコントロール、＊AG1710-N76G/Gのみ搭載）
KINGSOFT® Office 2013 Standard（30日間体験版）
230W ACアダプター×2
730W
500W
T区分 0.041（AAA）
U区分 0.055（AAA）
U区分 0.063（AAA）
U区分 0.076（AAA）
［2011年度省エネ基準達成率］
［2011年度省エネ基準達成率］
［2011年度省エネ基準達成率］
［2011年度省エネ基準達成率］
約355（H）×115（W）×422（D）mm
約533.3（H）×210（W）×462（D）mm
約510
（H）×180（W）×409（D）mm
約8.5kg
約16kg
約10kg
ACアダプター×2、ACコード×2、ACアダプター
電源コード、
マウスパッド、
DVI-VGA 変換アダプター、保証書
ホルダー×2（1セット）、マウスパッド、
保証書
1年間センドバック保証
NVIDIA ® GeForce ® GTX 1070、
専用ビデオメモリ8192MB
256GB SSD（M.2）＋1TB HDD（7200rpm、
SATA）

ストレージ※3

ドラゴンクエストＸ

AG3710-H76F/G
4515777560818
ブラック

インテル ® H170 Express チップセット

グラフィックス

ファイナルファンタジーXIV

AG6710-H76K/G
4515777560825

AG1710-N76G/G
4515777562133

保証

ゲーミングノート
製品情報はP.7-8をご確認ください。
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
システムメモリ※1

標準 /最大
スロット数

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
サウンド機能
スピーカー
内蔵マイク

LAN
無線※4
有線

World of Tanks

Overwatch

推奨認定モデル

動作確認モデル

AG3710-N58F/G

AG1710-N76G/G
＊弊社にて動作確認済み
（Blizzard社の公式認定ではありません）

Ⓒ 2010 - 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.／Ⓒ 2012 - 2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.／Ⓒ 2015, 2016 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.／
Ⓒ 2012-2016 Wargaming.net All rights reserved／Ⓒ 2009-2016 Wargaming.net 2013 Wargaming.net LLP. All rights reserved. Powered by BigWorld Technology™／Ⓒ 2016 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved.

G9-592-H73H/L
4515777561235
アビサルブラック
Windows 10 Home 64ビット
インテル ® Core™ i7-6700HQ プロセッサー
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz）
2.60GHz
（メイン・プロセッサーに内蔵）
インテル ® スマート・キャッシュ 6MB
モバイル インテル ® HM170 チップセット
標準32GB
（soDIMM 8GB×4）/最大48GB
DDR4-2133MHz SDRAM、デュアルチャネル対応
4（空き×0）
15.6型（4K2K［Ultra HD］、3840×2160）/IPS/16：9画面/LEDバックライト/
非光沢パネル/1670万色
NVIDIA ® GeForce ® GTX 980M、専用ビデオメモリ8GB
256GB SSD（128GB×2、RAID 0）＋1TB HDD（7200rpm、SATA）
HD Webカメラ
SDカードリーダー
ブルーレイディスクドライブ（書き込み対応、DVDスーパーマルチドライブ
機能搭載）＊Predator FrostCore（着脱式ファンモジュール）と排他利用
ドルビーオーディオ
内蔵ステレオスピーカー×2、サブウーファー×1
内蔵マイクロフォン×2
Killer DoubleShot Pro
IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠（Wake-on-LAN対応）

®

Bluetooth
外部インターフェース

入力装置

ソフトウェア

Office
電源
バッテリー駆動時間※6
エネルギー消費効率※7
寸法
質量
主な付属品
保証

Bluetooth ® 4.0準拠
イーサネット
（RJ-45）ポート×1、USB3.0ポート×4（1ポートは電源オフUSB
充電機能付き）、USB Type-Cポート×1（USB3.1 Gen 2、最大10Gbps）、
マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォン/スピーカージャック×1、
HDMI™1.4出力ポート（HDCP対応）×1、DisplayPort出力×1、
ACアダプター用DCインジャック×1
Acer FineTip RGB バックライトキーボード（ 103 キー / 英語（日本語表記
なし）/プログラム機能付き/タッチパッド・Windowsキー無効機能付き）
、
マルチジェスチャー・タッチパッド
【Desktop アプリ】
Acer Care Center（システム管理）、
Acer DustDefender（ファンコントロール）、Acer Quick Access（デバイス
設定ツール）
、
Acer Recovery Management（リカバリー管理）、
PredatorSense（キーボード設定 /システム管理）、
CyberLink® PowerDVD（メディア再生）、
Killer Network Manager Suite（ネットワークコントロール）
KINGSOFT® Office 2013 Standard
180W ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）
約7時間
（8セル）
［2011年度省エネ基準達成率］
M区分 0.024（AAA）
約38.5（H）×391（W）×299.5（D）mm
約3.6kg
（内蔵バッテリー含む）
ACアダプター、ACコード、Predator FrostCore（着脱式ファンモジュール）、
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）※8

※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。メモリを最大容量にするには、標準実装されているメモリを交換する必要があります。ユーザーによるメモリの増設および交換
は保証対象外となる場合があります。※ 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 すべてのオプションの動作を保証するものではありません。※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
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。
※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。＊ノートパソコンを長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。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、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。＊リカバリー CD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。

ゲーミングディスプレイ
製品情報はP.11-12をご確認ください。
型番

ゲーミングプロジェクター

JANコード

製品情報はP.9をご確認ください。
型番

Z650
4515777583954
DLP®方式
0.65インチ DarkChip™ 3 DMD
6セグメント（RGBRGB）
1080p（1920×1080）
2200 ANSI lm（標準）、1760 ANSI lm（ECOモード）
20000：1（最大）
約10 億7000万色
約357×241×98mm
約3.4kg
WUXGA（1920×1200）、1080p（1920×1080）、WSXGA+（1680×1050）、
WXGA+（1440×900）、WXGA（1280×800、1280×768）、
UXGA（1600×1200）、SXGA+（1400×1050）、SXGA（1280×1024）、
XGA（1024×768）、SVGA（800×600）、VGA（640×480）
ビデオ入力信号方式
NTSC（3.58/4.43）、PAL（B/D/G/H/I/M/N）、SECAM（B/D/G/K/K1/L）、
HDTV（720p、1080i、1080p）、EDTV（480p、576p）、SDTV（480i、576i）
アスペクト比
16：9（通常）、4：3（切替可能）
投写レンズ
明るさ：F
F＝2.60〜2.78
焦点距離：ｆ（mm）
f＝10.20〜11.22
倍率
1〜1.1
ズーム /フォーカス
手動
投写画面サイズ（対角）
54インチ（137cm）〜300インチ（762cm）
投写距離
0.9m〜4.6m
投写比率
100インチ @1.5m（0.69 〜0.76：1）
投写画面
40インチ
0.6m〜0.7m
サイズ別距離
60インチ
0.9m〜1.0m
（目安）※1
80インチ
1.2m〜1.3m
100インチ
1.5m〜1.7m
120インチ
1.8m〜2.0m
走査周波数
水平
15〜100kHz
垂直
24〜120Hz
光源ランプ※2
240W P-VIPランプ
ランプ交換時間※1※2
3000時間（標準）、4000時間（ECOモード）、6000時間（ExtreamECOモード）
台形歪み補正
±30度（垂直方向：自動/手動調整、水平方向：手動）＊2D映像時のみ
映写モード
フロント、リア、フロントセイリング、
リアセイリング
天井取付※3
可能
JANコード

投写方式
ディスプレイサイズ
カラーホイール仕様
画素数
輝度（ルーメン）
コントラスト比
色再現性
本体サイズ（W×D×H）
質量
対応解像度
（PC入力）

レンズシフト機能
スピーカー
デジタルズーム※4
リモコン
電源
消費電力
動作温度
動作音
入力端子

映像

音声
HDMI™（映像 /音声）
その他
映像
音声

出力端子
ネットワーク端子
制御入出力端子
3D 機能
主な機能 /その他

主な付属品

保証期間※5

非搭載
10W×2 DTS Sound対応
2倍
付属（IR 方式）
AC入力（100〜240V）
424W（使用時）、360W（ECOモード)、0.5W（スタンバイ時）
0°C 〜40°C
33dBA（標準）、30dBA（ECOモード）
アナログRGB/コンポーネントビデオ
（ミニD-sub 15ピン)×1、コンポジット
（RCA 端子）×1、Sビデオ端子
（ミニDIN）×1、コンポーネント（3RCA）×1
PCオーディオ（ステレオミニジャック）×1
HDMI™×1（端子番号1/HDCP対応）、
MHL対応HDMI™×1（端子番号2/HDCP対応）
天板内部：MHL対応HDMI™/ 電源供給用USB MicroB端子
アナログRGB
（ミニD-sub 15ピン）×1
PCオーディオ（ステレオミニジャック）×1
−
USB MiniB×1、RS232（ミニD-sub 15ピン）×1
NVIDIA ® 3DTV Play対応、Blu-ray 3D対応、DLP® 3D対応、
2D→3D変換機能（HDMI™/MHL接続時のみ機能）
DynamicBlack™テクノロジー、Acer Color Boost 3Dテクノロジー、
Acer SmartFormatテクノロジー（解像度自動認識）、
Acer EcoProjectionテクノロジー（標準/ECO/ExtreamECOの3モード搭載）、
Wall-Color Compensation（投影先の壁色に適した投影色変更機能）、
デジタルズーム＆パン機能（デジタル部分拡大［2倍］/ 移動機能）
、
PINセキュリティ（パスワードプロテクト）、Quick Start（クイックスタート機能：
投影まで約15 秒ほど）
、インスタントパック機能
（ダイレクト・シャットダウン）、
オートシャットダウン機能
（OSDで時間設定可能）
、
インスタントレジューム機能
（誤操作によるシャットダウン時も4分以内なら再投影可能）、トップローディ
ング機能
（本体上面からランプ交換が可能）
、
自動上下反転機能
（天吊り設置時、
自動的に画像の上下が反転）、
Google Chrome OS対応、電源コードによる
®
起動に対応、ケンジントンロック対応、Bluetooth 3.0ワイヤレスオーディオ
対応
電源コード、アナログ
（ミニD-sub 15ピン）ケーブル、3D用メガネ、リモコン、
リモコン用電池、レンズキャップ、キャリングケース、ユーザーガイド
（CD-ROM）、クイックスタートガイド、セキュリティカード、
保証書
2年間（ランプモジュールは1年間）

※1 表示値は実際とは誤差が生じることがあります。※ 2 プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。
なお、破裂し
たり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
※3 市販の天吊金具をご利用ください。※4 デジタルズーム＆パン機能を使用した際の数値です。デジタルズーム＆パン機能は、表示中の映像の一部を虫眼鏡のように拡大
表示し、拡大表示しているフレームを移動することができる機能です。※5 ランプモジュールは1年以内、
かつ使用時間500 時間以内が対象です。

ゲーミングディスプレイ
製品情報はP.10をご確認ください。
型番

JANコード
サイズ
液晶パネル方式
表示領域
（幅×高さ）
最大解像度
画素ピッチ
表示色
色再現性
可視角度（水平/垂直）
輝度
コントラスト比
応答速度
走査周波数
入力信号
入力端子
音声入力端子
スピーカー
表示アスペクト

XB241Hbmipr
4515777561525
24型ワイド

XB271Hbmiprz
4515777562034
27型ワイド
TN（非光沢）
598×336mm

531×299mm
1920×1080 フルHD/16：9
0.276mm

0.311mm

XB281HKbmiprz
4515777558709
28型ワイド
620.9×341.2mm
3840×2160 4K2K/16：9
（HDMI™接続時@30Hz/DisplayPort接続時@60Hz）

サイズ
液晶パネル方式
表示領域
（幅×高さ）
最大解像度
画素ピッチ
表示色
色再現性
可視角度（水平/垂直）
輝度
コントラスト比
応答速度
走査周波数

sRGB 100％
178°/178°

172°/178°

消費電力 オンモード
（当社実測値）
スタンバイ/オフモード
環境条件
使用温度
使用湿度（結露のないこと）
グリーン購入法
RoHS指令
J-Mossグリーンマーク
国際エネルギースタープログラム
PCリサイクル
PSE（電気用品安全法）
その他の適合規格等

300cd/㎡（白色LED）

水平
垂直

入力信号
入力端子
音声入力端子
スピーカー
表示アスペクト

X34bmiphz
4515777558693
34型ワイド
IPS（非光沢）
799.8×334.8mm
3440×1440/
21：9シネスコサイズ
0.233mm
約10 億7000万色

フルモード
固定拡大モード

プラグ＆プレイ
電源入力

3000：1
1000：1
4ms（GTG）
HDMI™：30-140KHz、
30-160KHz
DisplayPort：66-166KHz
HDMI™：24-60Hz、
23-83Hz
DisplayPort：30-166Hz
デジタル
HDMI™ Ver.1.4、DisplayPort（v1.2）
非搭載
9W＋9W ステレオスピーカー
7W＋7W ステレオスピーカー
対応
対応
VESA DDC2B（DDC/CI対応）
ACアダプター（100-240V、50/60Hz）

本体色
チルト角（上 / 下）
スイベル/ 高さ/ピポッド機能
VESAマウント（壁掛け）
ケンジントン・ロック
本体寸法
（W）×（H）×（D）
本体質量（台座含む） スタンドあり
スタンドなし
付属品

保証

ゲーミングAndroidタブレット
製品情報はP.13-14をご確認ください。
型番

JANコード
カラー
OS
Office
プロセッサー
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
メモリーカードスロット
サウンド機能
スピーカー
内蔵マイク
無線LAN※4

GT-810
4515777561242
ブラック/ガンメタリック
Android 5.1
ー
インテル ® Atom™ x7-Z8700 プロセッサー（最大 2.40GHz）
キャッシュ：2MB
2GB（増設・変更不可）
8型（WUXGA、1920×1200）/IPS/10点マルチタッチ/
16：10画面/LEDバックライト/光沢パネル
インテル ® HD グラフィックス（メイン・プロセッサーに内蔵）
32GB eMMC
microSDカードリーダー（最大128GBまで対応）
Acer Quadio 内蔵ステレオスピーカー×4
内蔵マイクロフォン×1
IEEE802.11a/b/g/n準拠

Bluetooth ®
外部インターフェース
カメラ・ビデオ撮影
フロント/リア
センサー
入力装置

キーボード
ポインティングデバイス

電源
バッテリー
バッテリー駆動時間※5
寸法
質量
主な付属品
保証

本体色
チルト角（上 / 下）
スイベル/ 高さ/ピポッド機能
VESAマウント（壁掛け）
ケンジントン・ロック
本体寸法
（W）×（H）×（D）
本体質量（台座含む） スタンドあり
スタンドなし
付属品

Bluetooth ® 4.0準拠
Micro USB2.0ポート×1（SlimPort対応）、
ヘッドフォン/スピーカージャック×1
HD Webカメラ
約200万画素/約500万画素
GPS、電子コンパス、加速度センサー（Gセンサー）、ジャイロスコープ
ー
ー
10W USB ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）
17.3Wh 4550mAh 1セル リチウムイオン（本体内蔵）
約8.5時間
約8.7（H）×127（W）×218（D）mm
約350g
USB ACアダプター、USB-Micro USBケーブル（充電対応）、
国際旅行者保証書、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）※6

※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。

0.16mm

NTSC比 72％
170°/160°

フルモード
固定拡大モード

54W
0.5W/0.4W
5〜35℃
20〜85％
対応
対応
対応
対応
対応
対応（対象：ACアダプター、
電源コード）
MPRⅡ、ISO13406-2、
TCO6.0、ISO13406-2、
VCCI-B、FCC、CE、
VCCI-B、FCC、CE、CCC、
CCC、cTUVus、GS、
cTUVus、GS、GOST-R、
GOST-R、NOM
NOM
ブラック
25°/5°
35°/5°
非対応
100×100mm
搭載
約844.4×554.5-684.5×299.9mm 約825.1×455.9-585.9×309mm
約12.65kg
約9.96kg
約 9.4kg
約7.4kg
DisplayPortケーブル（1.5m）、USB3.0ケーブル（1.5m）、
ACアダプター、電源コード（1.5m）、
クイックスタートガイド、保証書
3年間（パネル・バックライトユニットは1年）

●製品は日本仕様です。●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、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あ
らかじめご了承ください。●壁掛けを行う場合、市販の壁掛け金具やアームなどが別途必要になります。●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、国際エネルギース
タープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

300cd/㎡（白色LED）
1000：1
1ms（GTG）
HDMI™：30-90KHz、DisplayPort：67-212KHz
HDMI™：30-140KHz、DisplayPort：52-133KHz
HDMI™：30-90KHz、DisplayPort：67-199KHz
HDMI™：24-60Hz、DisplayPort：30-180Hz
HDMI™：24-60Hz、DisplayPort：30-60Hz
HDMI™：24-60Hz、DisplayPort：30-170Hz
デジタル
HDMI™ Ver.1.4、DisplayPort（v1.2）
非搭載
2W＋2W ステレオスピーカー
対応
対応
VESA DDC2B（DDC/CI対応）
内蔵（100-240V、50/60Hz）、主電源スイッチ搭載
28W
49W
29W
0.5W/0.45W
℃
〜
5 35
20〜85％
対応
対応
対応
対応
非対応
対応
対応
（対象：電源コード）
TCO6.0、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、
MPRⅡ、ISO13406-2、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM
GS、GOST-R、NOM
ブラック
35°/5°
左右30°/最大150mm/90°（時計回り）
100×100mm
搭載
約567×392-542×268mm
約 659×415-565×268mm
約 640×415-565×268mm
約 6.31kg
約7.57kg
約7.7kg
約3.93kg
約5.15kg
約5.3kg
DisplayPortケーブル（1.5m）、電源コード（1.5m）、
DisplayPortケーブル（1.5m）、USB3.0ケーブル（1.5m）、
クイックスタートガイド、台座、
保証書
電源コード（1.5m）、クイックスタートガイド、台座、
保証書
3年間（パネル・バックライトユニットは1年）

エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心！

350cd/㎡（白色LED）

水平
垂直

52W
0.47W/0.42W

約10 億7000万色

約1670万色

プラグ＆プレイ
電源入力
消費電力 オンモード
（当社実測値）
スタンバイ/オフモード
環境条件
使用温度
使用湿度（結露のないこと）
グリーン購入法
RoHS指令
J-Mossグリーンマーク
国際エネルギースタープログラム
PCリサイクル
PSE（電気用品安全法）
その他の適合規格等

保証

Z35bmiphz
4515777582407
35型ワイド
VA（非光沢）
819.84×345.87mm
2560×1080/
21：9シネスコサイズ
0.32mm
約1670万色

●製品は日本仕様です。●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、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あ
らかじめご了承ください。●壁掛けを行う場合、市販の壁掛け金具やアームなどが別途必要になります。●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、国際エネルギース
タープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

疑問・質問を「エイサーサポートWeb 」で解決！

日本エイサーカスタマーサービスセンター

ナビダイヤル
よくあるお問い合わせ（ FAQ ）やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。
メール/チャットでのお問い合わせ、
修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

0570 - 01- 6868

IP電話の方はこちらへ

受付時間（年中無休）

011 - 330 - 2816

9 : 00〜21: 00

＊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。

ドライバとマニュアル

検索

重要なお知らせ

メール

製品保証

チャット

Acerについて

保証サービス
製品のご購入日から1年間（プロジェクターは2年間
［ランプモジュールは1年保証］、ディス
プレイは 3 年間［パネル・バックライトユニットは1年保証］）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。

ホームページ上部の
「サポート」をクリック（タップ）または
「http://www.acer.co.jp/support/」にアクセスしてください。

※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。

1976 年の設立以来、Acer はハードウェア＋ソフトウェア＋サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、
プロジェクター、サーバー（国内未発表）、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル（国内未発表）に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT（Internet of Things ）に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。
Acerは、グループ全体でおよそ7,000人の従業員を数え、グローバルマーケットにおけるパソコン全体の売上シェアは第4位（出展：IDC 2014）、2014年度の売上は103.9億米ドルを達成しています。詳細は、www.acer.co.jpをご覧ください。

商標について
● © 2016 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。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズ
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。

公式ソーシャルメディア
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

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。

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。

ぜひお気に入りに
登録してください！

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

https://twitter.com/AcerJapan

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/

