Acerがお勧めする Windows 8 Pro。
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X
これ一台で企画書づくりもプレゼンも。
タブレットとノートPCの機能を併せ持つ脱着式スタイルの Windows 8 タブレット。

いつでもノートPC 環境に

持ち運びやすい薄型軽量
カバンに入れても邪魔にならない約10mmの薄さ。質量も約790gと軽いので、

カバー一体型の Bluetooth ® キーボードを付属。フルサイズ設 計なので入力

持ち歩いても負担にならず、
プレゼンなども軽々と持って行えます。

しやすく、セッティングも簡単。ノートPC スタイル中も、もちろんタッチ操作は
行えます。

薄さ
約10 mm

質量

簡単に
脱着できる
デタッチャブル
タイプ

790g

約

快適に使える高い性能

クレードル付属モデルもご用意

TMX313M-A34Q

タッチ操作に優れたOSをはじめ、低消費電力で
マルチタスク性能を発揮するCPU や 4GBメモリ
など、高性能による快適な使いごこちです。

超低電圧

CPU

MEMORY

4GB

相手も見やすい大画面

設置角度が2段階で調整でき、
3つのUSB3.0 やVGAポートも装備。
SDカードや有線LANにも対応。

どんなプレゼンにも対応

商談相手も11.6インチの大画面上で確認できます。視野角が170 °と広いので、

画面を見せながらの商談から、
モニターやプロジェクターを使用したプレゼンまで、

複数人を相手にしたプレゼンにも最適。
10点マルチタッチ対応により、相手と一緒に

一台で幅広いプレゼンスタイルに対応可能です。

操作することもできます。

簡単接続のMicro HDMI™

屋外でも
クリアな表示で
見られる
パネル設計

10 points
170°

www.acer.co.jp

便利な無線 LAN対応

モニター

Acerがお勧めする Windows 8 Pro。
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型番

JANコード

TMX313M-A34QN
4515777549936
Windows 8 Pro 64ビット

OS
Office
プロセッサー
セキュリティチップ
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※4
LAN
有線

Bluetooth ®
外部インターフェース
カメラ・ビデオ撮影
フロント/バック
センサー
入力装置
キーボード
ポインティングデバイス
ソフトウェア

電源
バッテリー
バッテリー駆動時間※5
エネルギー消費効率※6
本体寸法
本体質量
本体色
主な付属品

保証

−
インテル ® Core™ i3-3229Y プロセッサー（1.40GHz）
TPM（TCG V1.2準拠）
4GB（増設・変更不可）
11.6インチ（HD、1366×768）/IPS/タッチパネル/10点マルチタッチ/16：9画面/LEDバックライト/ 輝度400nit/光沢パネル/1670万色
インテル ® HD グラフィックス 4000

120GB SSD
SDカードリーダー（同梱クレードル装着時）

−
ドルビーホームシアターv4
内蔵ステレオスピーカー×2
内蔵マイクロフォン×1
IEEE802.11a/b/g/n準拠
−
100Base-TX/10Base-T準拠（同梱クレードル装着時）
Bluetooth®4.0＋HS 準拠
USB3.0ポート×1、内蔵マイクロフォン×1、ヘッドフォン/スピーカー/マイク付きヘッドフォンジャック（3.5mm接続のヘッドセットもサポート）×1、
Micro HDMI™ポート×1
Acer Crystal Eye HD Webカメラ
HD/500万画素
照度センサー、
ジャイロスコープ、
加速度センサー（Gセンサー）
○（Bluetooth ®キーボード付属）
−
【Windows 8 スタイル・アプリ】
Skype、Evernote、Skitch
【Desktop アプリ】
Acer Power Management、Acer Touch Tools、Acer Office Manager Agent、
Acer Office Manager Console、Acer ProShield、McAfee ® Internet Security Suite（60日間体験版）、
Norton Online Backup（30日間体験版）、Nero BackItUp 12 Essentials
65W ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）
40Wh 5280mAh 7.6V 4セル リチウムポリマーバッテリー内蔵
約 6時間
［2011年度省エネ基準達成率］
S区分 0.09（AA）
約9.95/10.15
（H）×295.4（W）×190.8
（D）mm
（キーボードを除く）
約790g
（キーボードを除く）
シルバー
ACアダプター、ACケーブル、Micro HDMI™-VGA 変換コネクタ、
ACアダプター、ACケーブル、Micro HDMI™-VGA 変換コネクタ、
Bluetooth®キーボード充電用ケーブル、リカバリディスク（2枚）、
Bluetooth®キーボード充電用ケーブル、リカバリディスク（2枚）、
クリーニングクロス、
Bluetooth®キーボード（カバー一体型）、
クリーニングクロス、Bluetooth ®キーボード
（カバー一体型）
、
クレードル、クレードルドライバーCD、スタイラスペン、
スタイラスペン、
修理依頼書、国際旅行者保証書、
保証書
修理依頼書、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）※7

※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
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。
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、
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 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持ち込み
サービスを受けることができます。弊社の認定 IT W 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！

法人向け
専用サイト

Business DN’A
http://www.biz-dna.jp/

エイサーブランドの法人モデルを

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

0570-01-6868

受付時間（年中無休）

9 : 00 〜21: 00

PH S・IP 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。

幅広くご紹介。詳しい製品情報や
導入事例などがご 覧いただける
ほ か、個 別 製 品に 関 するお 問 い
合わせや見積依頼なども本サイト
から簡単に行えます。
＊日本エイサー株式会社とダイワボウ情報システム株式会社による共同運営サイトです。

保証サービス（1年間）
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。
※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。

オンサイト保守サービス

エイサーサポートWeb

末永く安心してお使いいただけるよう、 「お 問い 合 わ せ」を 選 んだ 後、
「 オン
オンサイト保守サービスをご用意して ラインサポートはこちら」をクリック
います。詳細は販 売代 理 店にお問い すると、Acer オンライン サポートが
合わせください。
ご利用いただけます。
＊ネットブック、タブレット、モニターは適 用外です。

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

商標について
● © 2013 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。

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、ご使用の前に必ず「ユーザーガイド」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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