
※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 OSのプリロードされたHDDはホット・スワッピングをサポートしません。※3 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は達成率200％以上500％未満、AAAは達成率500％以上を示します。※4 Windows® XPクライアント
からのリモートデスクトップ接続には、あらかじめWindows Vista®もしくはWindows® 7クライアントからの設定変更が必要です。※5 すべてのデバイスについての動作を保証するものではありません。また、著作権で保護された音楽・映像はサポート対象外となります。
※6 キーボードとマウス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。

外部インターフェース

電源

エネルギー消費効率※3
ユーザーOSサポート

デジタルメディアプレーヤー

本体寸法
本体質量
主な付属品※6

保証

消費電力

【フロント】USB2.0ポート×1

【バック】USB2.0ポート×2、イーサネット（RJ-45）ポート×1、

eSATAポート×1、recovery/resetボタン×1

220W（80 PLUS認証電源）

約36W（標準）／約1W（スリープ時）

I区分 1.1（A）[2011年度省エネ基準達成率]

Windows® 7（32ビット／64ビット）、Windows Vista®（32ビット／64ビット）、

Windows® XP（32ビット）※4

DLNA準拠デバイスサポート※5

約212（H）×200（W）×180（D）mm

約5.1kg（HDD×1搭載時）

スターターガイド、クイックスタートガイド、電源コード、ネットワークケーブル、

サーバー・リカバリディスク、保証書

1年間センドバック保証

型番

OS
CPU

チップセット
システムメモリ

ハードディスクドライブ※1

LAN

JANコード

動作周波数
L2キャッシュ

標準／最大

スロット数

RC111-N12F

4515777537698

Windows® Home Server 2011 64ビット 正規版

インテル® Atom™ プロセッサー D525

1.80GHz

1MB

インテル® ICH9R

標準2GB（2GB×1）／最大4GB

DDR3-800MHz SDRAM／soDIMM

soDIMMスロット×2（空きスロット×1）

約1TB

1TB 3.5" HDD（7200rpm／SATA）×1

空きベイ×3、最大8TB（1ポート2TBまで）、ホット・スワップ対応※2

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
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日本エイサー株式会社

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです（2010年第3四半期に
おいて、Gartner Dataquest）。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、
世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

Acer Inc.について

20112011年1010月現在 MA.RC111.OCT

J-Moss
グリーンマーク グリーン購入法

PCリサイクル 省エネ法

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。

●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。

●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、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、

Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium 

Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国に

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。

0570-016868
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！
無償保守サービス（1年間）

※お申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された保証書が必要です。

製品のご購入日から1年間は、製品を弊社までお送りいただくだけで無償にて修理を承ります。

エイサーサポートWeb

http://www2.acer.co.jp/support/
「よくあるご質問」をQ&A形式で掲載。画像や図などを用いて、わかりやすく解説しています。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

※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。

PHS、IP電話からは、
06-7634-9100をご利用ください。

商標について

日本エイサーはお客様がお使いのAcer製品に製造上の欠陥が無いこと、または部品固体の原因によるロット不良が無いことを

保証するものではありません。事故、電源の問題、製品取扱説明書に従わない使用方法、誤装着、過失、改造、不適切な設置、オーバー

クロック等を含む外的要因による損傷は、保証の対象になりません。また、ハードディスク等の記憶装置に記録されているデータに

ついて破損・消去等があった場合、日本エイサーはその責を一切負わないものとします。

保証対象

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、

損害賠償を含む保証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。

著作権についてのご注意

Revo Center RC111  Series

コンパクトなキューブ型ホームサーバー

Revo Center 
RC111  Series

ホ ー ムサ ー バ ー が

あ れ ば 、

自 分 の も の が 、

家 族 の も の に な る 。

http://www.acer.co.jp/
出典：ガートナー「Personal Computer Quarterly Statistics Worldwide By Region：Final Database」

※2010年第3四半期　出荷台数ベース　AcerはPC全体・ノートPCともに世界シェア第2位
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ファイルから
アプリケーション
に至るまで！

デ ータ の バックアップ は もち ろ ん 、コンテンツ の 共 有 も

外 出 先 か ら の ファイル の 閲 覧 も 遠 隔 操 作 も 、すべ て お ま か せ 。

家 族 み ん な で 楽 しく使 え る エイサー の 便 利 な ホームサーバ ー。

Revo Center RC111 Series
Enjoy together Restore easily

Remote control

And more...

Access anywhere

デジタルコンテンツの楽しさを
手軽に家族みんなでシェアできる！
撮りためた写真やダウンロードした動画・音楽、

編集したムービーなど、

家族各自で保管しているデジタルコンテンツを

「Revo Center RC111」にまとめてストックするだけで、

すべてのコンテンツを家族みんながいつでも

自由に楽しめる環境が整います。

もしもの時にバックアップデータを使って
簡単に復旧・復元できる！
Revo Center RC111が自動的に家庭内の

すべてのPC（最大10台まで）をフルバックアップ。

データやファイルはもちろん、OSやアプリケーションまで

毎日バックアップされているので、

PCのシステムにトラブルが生じても完全に復元することが可能です。

母がデジカメで
撮った写真

父が編集した
ホームムービー

息子が
ダウンロードした
音楽・動画

アプリケーション

ファイル

ノートブック

デスクトップ

寝室の…

DLNA対応
テレビ

リビングの…

DLNA対応
ゲーム機ネットブック子供部屋の…

外出先

書斎の…

ファイル単位・
フォルダ単位の復元

思い出のムービーを友人宅のPCで
一緒に視聴できます。

通勤・通学中に携帯端末で
音楽や動画が楽しめます。

実家の両親も好きな時に
孫の写真やムービーが見られます。

撮った写真を、旅先から簡単に
アップロードできます。

過ってファイルや
フォルダを削除してしまっても
容易に復活させられます。

USB接続にも対応
デジカメの写真データなどをコピーする際に便利。USB接続後に
専用ボタンを押すだけで複製が完了します。コピーされたデータ
は自動的に分類され、ファイル形式別に格納されます。

簡単に記憶容量をアップ
リムーバブル・ハードディスクを専用のトレーにセットするだけ。最大8TBまで増設することが
できます。ホット・スワップ対応により、電源をオフにする手間もありません。
＊エイサーが推奨するコンポーネント以外のハードディスクドライブは保証対象外となります。

接続するほど快適環境に
デュアルコアのインテル® AtomTM プロセッサー D525と、
高度なチップセットを採用。サーバーへのアクセス台数が
増えるほど快適さもアップする高性能な設計です。

節電スケジューラで電力管理
節電スケジューラのカレンダー表示画面で、スタンバイ
（休止）・再開の時間などが細かく設定できるため、ムダな
電力消費を抑えながら楽しむことができます。

最大クライアント数は10台
PCのバックアップなども最大10台まで対応するサーバー
なので大家族でも安心。小規模オフィスのファイル
サーバーとしてもご利用いただけます。

以前のバージョンに
復元
大切なコンテンツを
上書き保存してしまっても
以前のバージョンにすぐに戻せます。

トラブル発生前の
PC状態に復元
システムに不具合が生じても、
トラブル発生前のシステム状態に
完全に復元できます。

出荷状態への
復元
PCのシステム全体を
出荷状態に
復元することもできます。

どこにいても
サーバー内のコンテンツを
自由に視聴・閲覧できる！
カフェや友人宅、出張先など、外出先からも

Revo Center RC111に格納されている動画や写真、

音楽などのコンテンツを楽しめるので便利。

旅先などで撮った写真やムービーを、

その撮影場所からアップロードすることもできます。

離れた場所からお部屋のPCを
思いのままに操作できる！

サーバーを介して家庭内のPCにリモート接続することも可能です。

アプリケーションの実行はもちろん、ファイルの保存やプリントアウトなども思いのまま。

どこにいても、お部屋のPCの前に座っているかのような感覚で操作できます。

＊お客様のネットワークセキュリティ環境によって、
外部からの接続ができない場合があります。　
＊インターネットへの接続環境および、自分専用の
URL（Microsoft®より無償提供）が必要です。

＊家庭のPCの搭載OSがWindows® XP（Home Editionを除く）、Windows Vista®（Home Premium/Basicを除く）、
あるいはWindows® 7（Home Premium/Starterを除く）である必要があります。

＊Windows® Home Server自体のバックアップは自動で行われません。
お客様ご自身で複製機能を使用し、バックアップを行ってください。
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すべてのコンテンツを
家族みんなで共有！

個々のPCからはもちろん、
DLNA対応※のゲーム機やテレビ、
AVシステムといった機器からも
コンテンツを視聴できます。

もしもの時はバックアップデータを使うだけ。

Upload Download

DownloadDownload

OS
OSOS

ファイル保存

プリントアウト

フォルダ

HDDHDD

インターネット

自 宅

8TB!
最 大

毎日、自動的に
バックアップ！
バックアップの頻度や

実行時間を
設定することもできます。

※すべてのDLNAデバイスについての動作を
保証するものではありません。

また、著作権で保護された音楽・映像は
サポート対象外となります。


