
型番

OS

CPU

チップセット

システム

メモリ※1

グラフィックス

ディスプレイ※2

ハードディスクドライブ※3

光学ドライブ

Webカメラ

サウンド機能

スピーカー

無線LAN※4

LAN

JANコード

動作周波数

キャッシュ

標準／最大

スロット数

外部インターフェース

メモリーカードスロット

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

主な付属品

保証

AZ3750-A34D

4515777532822

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

インテル® Core™ i3-550 プロセッサー

3.20GHz

インテル® スマート・キャッシュ 4MB

インテル® H57 Express チップセット

標準4GB（2GB×2）／最大4GB 

DDR3-1333MHz SDRAM／DIMM、デュアルチャンネル対応 

DIMMスロット×2（空きスロット×0） 

インテル® HD グラフィックス（プロセッサーに内蔵）

21.5インチフルHDカラー非光沢液晶（1920×1080）／16：9画面／

応答速度5ms／輝度300cd/m2／コントラスト比 最大1000：1／1670万色／

可視角度 水平160°・垂直160°

500GB 7200rpm（SATA）

DVDスーパーマルチドライブ

内蔵Webカメラ

第3世代ドルビーホームシアター、High-Definitionオーディオ

内蔵ステレオスピーカー（5W＋5W）

IEEE802.11b/g/n準拠

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

【本体右側面】USB2.0ポート×2、ヘッドフォンジャック×1、

マイクロフォンジャック×1

【本体左側面】マルチカードリーダー×1

【本体右後面】USB2.0ポート×6、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1、

ヘッドフォン／フロントスピーカー出力ポート×1、マイク入力ポート×1、

ライン入力ポート×1、イーサネット（RJ-45）ポート×1、

HDMI™ポート×1（使用不可）、D-sub VGAポート×1

マルチカードリーダー：MMC（MMC、MMCmobile、MMCmicro、RS-MMC）、

SD、xD、MS（MS、MS PRO、MS Duo、MS PRO Duo）

マルチメディア・キーボード（USB）、光学マウス（USB）

Acer Arcade™ Deluxe、Acer eRecovery Management、

Acer GameZone、Adobe® Reader®、CyberLink® YouCam、

McAfee® Internet Security Suite（60日間体験版）、Norton オンラインバック

アップ（30日間体験版）、Nero® Essentialsライティングソフトウェア

220W

j区分 0.0004（AAA）［2007年度省エネ基準達成率］

約496（H）×549（W）×129（D）mm（ディスプレイ最小傾斜[直立]時）、

約470（H）×549（W）×250（D）mm（ディスプレイ最大傾斜時）

約13kg

電源コード、保証書、初期セットアップガイド

1年間センドバック保証

※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 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、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。※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 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。

きれい、楽しい、使いやすい、がひとつになった。

Aspire Z3750 Series
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。

●お問い合わせ・ご用命は

©2011 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. 
Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, 
are the property of their respective owners.

〒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/

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1四半期に
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

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

0570-016868
ナビダイヤル フリーダイヤル 

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。

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。

エイサーサポートWeb

10：00～18：00（月～金曜日）
※土・日・祝日・年末年始・当社指定休業日を除く。

24時間365日
いつでもお気軽に
お電話ください。

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。 「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

0120-561-813

ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらへ。

エイサーご購入ホットライン

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。

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。 J-Moss

グリーンマーク
グリーン
購入法

省エネ法

商標について
●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。●Dolby、ドルビー、Pro Logic及び
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。

PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。※通話料はお客様のご負担となります。

Windows®. Acer Windows 7.Windows®. Acer Windows 7.

2011年1月現在 MA.Z37A3.JAN 出典：ガートナー「Personal Computer Quarterly Statistics Worldwide By Region：Final Database」2010年5月27日

※2010年第1四半期　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
http:// www.acer.co.jp/



画面は美しく、スタイルは扱いやすく。

使えば、いつも優しく心地よく。

ネット検索やDVDVD視聴はもちろん、

新しいことにも次々とチャレンジしたくなる

高画質・高性能・高機能の一体型P C、

Aspire  Z3750e  Z3750シリーズ。

高画質の動画も画像もディテールまでハイビジョン画質の美しさでドラマティックに映し出す、1920×1080のフルHD液晶を

搭載。さらに、非光沢パネルの採用により、蛍光灯などの気になる映り込みもなく、クリアな画面表示で楽しめます。

きれいなハイビジョン画質で観られる
シルバー＆ブラックのツートンカラー

でまとめた上品なシックテイスト

なので、机上はもちろん、リビングの

AVボードなどに設置しても、インテリア

のひとつとしてクールに映えます。

インテリアとしても機能する

無線LAN「IEEE802.11b/g/n」機能の搭載により、LANケーブルによって設置

場所が制約される心配がありません。どのお部屋に置いてもネット環境が整い、

リビングなどに持ち運んでも、そのまますぐにネットにアクセスできます。

家中どのお部屋でもネットが楽しめる

音楽CDの再生中に、ネットの検索やアプリケーションを

起動するなど、同時に複数の作業を行ってもスムーズに

動く、インテル® Core™ i3-550 プロセッサーを採用して

います。

同時に複数の作業が行える

画面上部にWebカメラを内蔵しているので、

表情を見ながらおしゃべりできるビデオチャット

も思いのままです。オンラインの英会話レッスン

などにも活用できます。

ビデオチャットも手軽に始められる

デジカメやケータイなどの幅広い記録

メディアに対応したカードリーダー

を画面サイドに装備。専用のソフトを

使うことなく、差し込むだけで、

ダイレクトに写真データなどが取り

込めます。

写真データを簡単に取り込める

プリンターから携帯端末、デジタル

ビデオカメラまで、お好みの機器を

幅広く自由に接続できる多彩なポート

をバックサイドにコンパクトに集約

しています。

周辺機器を幅広くつなげられる

映画鑑賞に最適な16：9画面なので、ダイナミックなフルスクリーン
表示の迫力で映画の世界に浸れます。

フルスクリーンで映画鑑賞。
映画館並みの豊かなサラウンドサウンドを
もたらすドルビーホームシアターv3を搭載。
DVD視聴時はもちろん、ゲームなども臨場感
のある迫力サウンドでプレイできます。

さらにサラウンドサウンドの迫力で満喫。

各コア上で異なる2つの作業を同時に高速スレッド処理する
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー。

メモリを必要とするハードな作業もフリーズすることなく快適動作で
こなせる、4GBの大容量メモリを備えています。

さらに動作を快適に

ポート類を保護するカバーを閉めれば、
見た目もすっきりとした印象です。

16：9画面 16：10画面

DVDタイトルやゲームソフトを再生したり、思い出の

ムービーをメディアに保存したり。趣味からバック

アップ作業まで、幅広く便利に使えるDVDスーパー

マルチドライブを備えています。

視聴から保存まで便利に使える

画質調整ボタンを画面枠に埋め込んだ、

凹凸のないフラットなルックス。

ボタンはフラットスタイル。

何ギガものデータをDVDなどで手渡されても、高画質の動画をサイトからいろいろ

ダウンロードしても。500GBのハードディスクなので、すべて余裕で保存できます。

DVDなどで手渡された重いデータも
容量を気にせずラクラク保存。

電源を入れると、フロントの一部が

ブルーに光るオリジナリティもプラス。

電源ONでライトアップ。
使用しない時にキーボードを収納できる

専用スペースを本体下部に確保。

キーボードをすっきり収納。

4GB
MEMORY

500GBGB
HDD

コア1

コア2

テクノロジーあり

コア1

コア2

テクノロジーなし

2F

1F
■ MMC（MMC、MMCmobile、RS-MMC、MMCmicro）
■ SD　■ xD　■ MS（MS、MS PRO、MS Duo、MS PRO Duo）

■ USB2.0ポート×6
■ PS/2キーボードポート
■ PS/2マウスポート
■ ヘッドフォン／フロントスピーカー出力ポート
■ マイク入力ポート
■ ライン入力ポート
■ イーサネット（RJ-45）ポート
■ D-sub VGAポート

携帯端末

外付けHDD

プリンター

デジタルカメラ デジタルビデオカメラ

21.5
inch

簡単操作でDVDを視聴できる「Acer Arcade™ Deluxe」を

プリインストール。画像のスライドショーも動画・音楽の

再生も手軽に思いのままに行えます。

あらゆるエンターテインメントが
楽しめる便利なソフトを搭載。

※ご使用には別途、無線LAN環境を構築する必要があります。

Windows®. Acer Windows 7.


