役立つ極小。
どこでも余裕で置ける。いつでもラクに使える。
それが極小の新型デスクトップ。

サイズ

VTL4610-H14D

A 4 用 紙 に すっぽり収 まるコンパクト設 計 な ので 、どこで も 好 きな
場 所 に設 置可能です 。液 晶の 後ろなどに置けば 、机 上のスペースを
広々と使 えます 。

横置きも

OK！

A4サイズ

楽しみながらスマートに節電
通常のデスクトップ（250W〜300W）と比べて、はるかに消費電力が
少ない135W ACアダプターを使用した省エネ設計です。
［消費電力目安］
通常の
デスクトップ
消費電力

Veriton L4610

約

50％

カット

ラクに作 業できるデュアルコア
2つのコアでサクサク処理するデュアルコアCPUを
搭載。日常の 作 業はもちろん、ハードなP Cワーク
までラクに快適にこなせます。

DV I - D 出 力による映 像 品 質
ドラマティックに広 がる映 像 の 美しさ 。高解 像 度ディスプレイとの
接 続に適したDVI - Dポートを装備しています。

機 器 を幅 広くU S B 接 続
正 面と背 面 にU S B 2 . 0 を各 4ポート備 えているので 、携 帯 端 末 から
プリンターまで 幅 広く手 軽に接 続 できます。

DV D 視 聴もデータの 保 存も
D V D を視 聴したり 、思い 出 をメディアに保 存したり 。小さくても 、
便 利 に使 える光 学ドライブ付きです 。

http://www.acer.co.jp/

約 250［ H ］× 62［W］× 204.96［D］mm

どこでも置ける極 小サイズ

スッポリ
収まる
小ささ！

原寸

型番

VTL4610-H14D
JANコード

4515777544184

OS

Windows® 7 Home Premium 64ビット
（SP1）

CPU

インテル® Celeron® プロセッサー G540
動作周波数

2.50GHz

キャッシュ

インテル® スマート・キャッシュ 2MB
（メイン・プロセッサーに内蔵）

チップセット
システム
メモリ※1

インテル® H61 Express チップセット
標準／最大

標準4GB
（2GB×2）
／最大8GB
DDR3-1066MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応

スロット数

soDIMMスロット×2（空きスロット×0）

グラフィックス

インテル® HD グラフィックス
（メイン・プロセッサーに内蔵）
、
ビデオメモリ最大1696MB（メインメモリと共用）

ハードディスクドライブ※2

500GB 7200rpm
（SATA）

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ

サウンド機能

High-Deﬁnitionオーディオ

LAN

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

外部インターフェース

【フロント】USB2.0ポート×4、ヘッドフォンジャック×1、
マイクロフォンジャック×1
【バック】USB2.0ポート×4、オーディオポート×3、イーサネット（RJ-45）
ポート×1、D-sub VGAポート×1、
DVI-Dポート
（HDCP対応）×1、シリアルポート×1、パラレルポート×1、Kensingtonロックスロット×1

拡張スロット

Mini PCI Express® 2.0 スロット×1
（空き×1）

ドライブベイ

5.25" 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）

入力装置（付属）

マルチメディア・キーボード（USB）
、光学マウス
（USB）

ソフトウェア

Acer Backup Manager、
Acer eRecovery Management、Acer Client Manager、
Acer ProShield※3、
Veriton ControlCenter、
Adobe® Reader®、McAfee®インターネットセキュリティ
（60日間体験版）
、Nero
Essentialsライティングソフトウェア、Norton Online Backup
（30日間体験版）
、CyberLink® PowerDVD

電源

135W ACアダプター

エネルギー消費効率※4

T区分 0.28（A）
［2011年度省エネ基準達成率］
（W）×204.96（D）mm
約250（H）
×62

本体寸法

VTL4610-H14D

約2.33kg

本体質量

セットアップガイド、
ユーザーズガイド、ACアダプター、ACケーブル、
保証書、
マウスパッド

主な付属品

1年間センドバック保証

保証

※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 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eRecover y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。※3 OS Editionの制限によりTPMによるファイル暗号化には対応しておりません。※4 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。＊リカバリ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。＊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。

無 償保守サービス（ 1年間）

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！

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。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

※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。

ナビダイヤル

0570-01-6868

PHS、IP電話からは、
011- 330 -2816をご利用ください。

※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。

エイサーサポート Web
「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。

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

商標について

著作権についてのご注意

●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、

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

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、

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

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

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

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。

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。

●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。

お問い合わせ・ご用命は

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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