Acerがお勧めする Windows 。
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サイズと機能にこだわった
使いやすい省スペース PC 。
置き場所を選ばない超コンパクトボディ
横置きにも
対応

A4用紙に収まるほどコンパクトなので、スペース
にゆとりのないデスクにも余裕で設置できます。
液晶の後ろはもちろん、横 置きにすれば 電 話
などの下にも設置可能。
机上を圧迫しないサイズ
なのでワークスペースを広々使えます。

約

約

250 mm

約

62mm

205mm

いつでもOS の変更が可能
出荷時のWindows ® 7 Professional 32ビットを導入後に変更することが可能。環境の変化
など必要に応じて自由に64ビット版やWindows 8.1 Proに設定できます。

第 4 世代の高性能プロセッサー
最新の第 4 世代インテル ® Core™ i5 プロセッサー搭載により、どんな PC
ワークも思いのまま。自動的に高性能化するため、CPUに負荷のかかる業務
まで快適に行えます。

ビジネスに不可欠な 2タイプの Office
快適なPersonal 2013または、ソフトが充実
しているHome and Business 2013を搭載
したOfficeモデルもご用意しています。

最大 3 画面出力に対応
最大 3台のモニターに情報を映し出せるマルチモニターに対応。同時に 3画面を見ながら作業
を進められます。
＊マルチモニターに関する注意事項
本製品には DisplayPort 出力×2 、DVI-D 出力ポート×1 、アナログ（ミニ D-sub 15ピン）出力ポート×1の計 4 つの映 像出力
ポートが装備されており、最大 3 画面出力が可能です。3 画面出力は、1つの DisplayPort 出力＋アナログ出力ポート＋ DVI-D
出力ポートの組み合わせか、2 つの DisplayPort 出力＋アナログ出力ポートまたは DVI-D 出力ポートの組み合わせにより可能
です。DisplayPort 非搭載のモニターを使用する場合は、別途「DisplayPort ⇒ DVI」または「DisplayPort ⇒ VGA」等の変換
アダプター/ケーブルが必要となります。装備された 2 つの DisplayPort 出力のうち1ポートが変換アダプター/ケーブルに対応
しています。

www.acer.co.jp
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省電力パフォーマンスを発揮

多彩なディスプレイ接続に対応

通常のデスクトップ
消費電力

通常のデスクトップ（250W 〜300W）と比べ、消費電力の少ない135W Veriton L4630G
シリーズ
のエコ設計。
優れた性能を発揮しつつも、
電力をムダに消費しないため、
ランニングコストの削減はもちろん、環境保護にも貢献します。

DisplayPort 出力、DVI-D 出力ポートによるデジタル接続
のほか、アナログ（ミニ D-sub 15ピン）出力ポートによる
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約
％
カット

消費電力目安

接続も可能です。

VL4630G-N54D
4515777552745

VL4630G-N54DL3
VL4630G-N54DB3
4515777035354
4515777035347
［Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード］
Windows ® 7 Professional 32ビット（SP1）
［Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード］
Windows ® 7 Professional 64ビット（SP1）
Windows 8.1 Pro 64ビット
−
Microsoft Office Personal 2013
Microsoft Office Home and Business 2013
インテル ® Core™ i5-4460S プロセッサー
2.90GHz（ ターボ・ブースト2.0 利用時は最 大 3.40GHz ）
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）
TPM（TCG v.1.2準拠）
インテル ® B85 Express チップセット
標 準 4GB（ 4GB×1 ）/ 最 大 16GB
DDR3L-1600MHz SDR AM/soDIMM 、デュアルチャンネル対応可能
2（空き×1 ）
500GB HDD（ 7200rpm 、SATA ）
DVDスーパーマルチドライブ
インテル ® HD グラフィックス 4600（メイン・プロセッサーに内蔵）、ビデオメモリ最 大 1538MB（メインメモリと共用 /32ビット版 OS 使 用時）
High-Def inition オーディオ準拠

型番
JANコード

OS※1

Office※2
プロセッサー
動作周波数
キャッシュ
セキュリティチップ
チップセット
システム 標準/最大
メモリ※3
スロット数
ストレージ※4
光学ドライブ
グラフィックス
サウンド機能
拡張スロット

−

ドライブベイ

光学ドライブベイ［スリムタイプ］×1（空き×0 ）、3.5" HDドライブベイ×1（空き×0 ）

メモリーカードスロット

−

外部インターフェース

【フロント】USB3.0 ポート×2 、USB2.0 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
【バック】イーサネット（ R J-45 ）ポート×1 、USB3.0 ポート×2 、USB2.0 ポート×4 、オーディオポート×3 、
DisplayPort 出力×2 、DVI-D 出力ポート×1 、アナログ（ミニ D-sub 15ピン）出力ポート×1 、シリアルポート×1 、パラレルポート×1
1000Base-T/100Base-T X /10Base-T 準拠（ Wake-on-L AN 対応）
キーボード（ USB ）、光学マウス（ USB ）
Windows ® 7 Professional 32ビット版 OS 使 用時：Acer eRecover y Management（ リカバリ管理）、Acer ProShield（セキュリティ）、
Acer eSettings Management（ システム管理）、Acer Of f ice Manager（ クライアント管理）、Acer PowerSaver（ 電源設定管理）、Acer SmartBoot（ 起動管理）、
®
Adobe ® Reader（
PDFビューア）、Skype（ソーシャル）、CyberLink ® PowerDVD（メディア再生）、Intel ® Small Business Advantage（システム管理）、
Nero BackItUp（バックアップ）、McAfee ® Internet Security Suite（ウィルス対策［ 60 日間体験 版］）
135W ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）
［2011年度省エネ基準達成率］
T 区分 0.053（AAA）
約 250（H）×62（W）×205（D）
mm
約 2.5kg

LAN
入力装置
（付属）
ソフトウェア

電源
エネルギー消費効率※5
本体寸法
本体質量
本体色

ブラック

USBキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、ACケーブル、マウスパッド、Windows 8.1 Pro リカバリメディア、保証書、修理依頼書、ユーザーガイド（楽楽 acer）
1年間センドバック保証

主な付属品
保証

※1 初回起動時には、Windows ® 7 32ビットが選択されています。64ビット版を使用するには、ハードディスクリカバリが必要となります。Windows 8.1 64ビットを使用する場合は、付属のメディアからリカバリが必要となります。※ 2 プリインストールされているOffice は、
eRecoveryのシステム回復機能では復元できません。eRecoveryによるシステム回復後、別途再インストールしてください。※3 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。32ビット版OSで使用可能な
領域は最大約 3GBとなります。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交換および増設は保証対象外となる場合があります。
※4 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eRecovery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。※5 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。＊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。＊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。＊Windows ® 7モデルはD2Dリカバリ（再セットアップ領域を利用したDisk to Disk リカバリ）を採用しています。リカバリCDは付属しておりません。＊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
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

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

保証サービス（1年間）

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。

オンサイト保守サービス

エイサーサポートWeb

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。

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。

※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。

＊ネットブック、
タブレット、
モニター、
Chromebookは
適用外です。

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。

PH S・IP 電 話 の方はこちらへ

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

商標について
● © 2014 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。●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。
●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。

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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