
AS5741-H32C/S

4515777526746

AS5741-H32C/SF

4515777526975

AS5741-H54D/S

4515777525596

OS

CPU

チップセット

システム

グラフィックアクセラレータ

ディスプレイ※2

ハードディスクドライブ※3

Webカメラ

メモリーカードスロット

光学ドライブ

サウンド機能

無線LAN※4

LAN

外部インタフェース

入力装置

ソフトウェア

Office※5

電源

     バッテリー稼働時間※6

エネルギー消費効率※7

本体寸法

本体質量

主な付属品

保証

標準容量／
最大容量

スロット数

動作周波数

L3キャッシュ

メモリ※1

型番

                           JANコード

AS5741-H54D/SF

4515777525602

AS5741-H54D/LS

4515777526333

Windows®  7 Home Premium 64ビット 正規版

モバイル インテル®  HM55 Express チップセット

インテル®  HD グラフィックス（プロセッサーに内蔵）

15.6インチHD（1366×768）／LEDバックライト／16：9画面／光沢パネル／1670万色

130万画素 Acer Crystal Eye Webカメラ

マルチカードリーダー（SD、MMC、MS、MS PRO、xD対応）

High-Definitionオーディオ、スピーカー×2

Acer InviLinkTM NplifyTM 802.11b/g/n、Wi-Fi® 適合

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet（Wake-on-LAN対応）

イーサネット（RJ-45）ポート×1、USB2.0ポート×3、HDMITMポート（HDCP対応）×1、D-sub VGAポート×1、

ヘッドフォン／スピーカー／ラインアウトジャック×1、マイクロフォンジャック×1、ACアダプターDCインジャック×1

107キー（日本語キーボード）／マルチジェスチャー・タッチパッド

Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、MyWinLocker、eSobiTM（90日間体験版）、

Acer Crystal Eye Webcam、CyberLink® PowerDVD 9、

McAfee® セキュリティソフトウェア（60日間体験版）、Adobe®  Reader® 、

NTI Media Maker、Norton Online Backup（30日間体験版）、NTI Backup NOW、Skype Installer、Acer GameZone

65W ACアダプター（100V-240V、50／60Hz）

約4時間（6セル）

約25/34（H）×381（W）×253（D）mm

約2.6kg（バッテリー搭載時）

1年間センドバック保証／1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

インテル®  CoreTM i3-330M プロセッサー

2.13GHz

インテル®  スマート・キャッシュ 3MB（メインプロセッサーに内蔵）

標準2GB（2GB×1）／最大8GB

DDR3-1066MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応

soDIMMスロット×2（空きスロット×1）

320GB 5400rpm（SATA）

インテル®  CoreTM i5-430M プロセッサー

2.26GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.53GHz）

インテル®  スマート・キャッシュ 3MB（メインプロセッサーに内蔵）

標準4GB（2GB×2）／最大8GB

DDR3-1066MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応

soDIMMスロット×2（空きスロット×0）

500GB 5400rpm（SATA）

※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 プリインストールされているMicrosoft® Office Personal 2007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。※6 バッ

テリーパックは消耗品です。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。※7 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。※8 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ITW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。

DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスク（書込対応）ドライブ
［DVDスーパーマルチドライブ機能搭載］

－ Microsoft®  Office Personal 2007 － Microsoft®  Office Personal 2007 －

i区分 0.00025（AAA） [2007年度省エネ基準達成率] i区分 0.00023（AAA） [2007年度省エネ基準達成率]

ACアダプター、ACケーブル、
マニュアル、保証書、バッテリーパック

ACアダプター、ACケーブル、マニュアル、
保証書、バッテリーパック、Officeパッケージ

ACアダプター、ACケーブル、マニュアル、
保証書、バッテリーパック、Officeパッケージ

ACアダプター、ACケーブル、
マニュアル、保証書、バッテリーパック

ACアダプター、ACケーブル、
マニュアル、保証書、バッテリーパック

Aspire 5741 Series

極めた頭脳。際立つ性能。

フルパフォーマンスノート

Aspi re  5741  Ser ies

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

Windows®. Acer Windows 7.

※出荷台数ベース 出典：ガートナー「Personal Computer Quarterly Statistics 
Worldwide By Region：Final Database」

AcerはPC全体・ノートPCともに世界シェア第2位
※

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。

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。

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。●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。

●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。

国際エネルギー
スタープログラム

J-Moss
グリーンマーク

グリーン
購入法

●お問い合わせ・ご用命は

〒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

2010年5月現在

©2010 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.

Acer Inc.について
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（2009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。 MA.A5741.MAY

※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。

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

Windows®. Acer Windows 7.



本当のストレスフリーへ。

本物のビジュアルクオリティへ。

快適さをマックスにする

真のフルパフォーマンスを

あなたへ。

P Cのストレスからあなたを解放する
新2 0 1 0  インテル®  C o r e TM プロセッサー

ハイビジョン画質の映像美に浸れる
ブルーレイディスクドライブ

インテル® CoreTM i5 
プロセッサー

インテル® CoreTM i3
プロセッサー

映像や画像をスムーズに編集できる。音楽の再生中でもネット検索が快適に行える。

複数のソフトも同時に思いのままに実行できる。新2010 インテル® CoreTM プロセッサーを搭載した

Aspire 5741シリーズなら、過酷なシングルタスクもマルチタスクもストレスを感じることなく自由に楽しめます。

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー

必要に応じて自動的に稼働コア数を調整し、動作周波数を

アップすることで、パワフル性能を発揮します。

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

各コア上で異なる2つのタスクを同時にスレッド処理。

複数のソフトの同時使用もスムーズで快適です。

コア1

コア2 コア2
集中
処理

コア1

コア2

テクノロジーあり テクノロジーなし

コア1

コア2

高精細映像で鑑賞できる

感動的な映像クオリティをもたらす、多彩な
ブルーレイソフトの視聴が思いのままです。

美しい画質のまま残せる

記念日や旅行先などで撮ったハイビジョンムー
ビーなどを高画質のままブルーレイディスクに
残せます。

たっぷり保存できる

最大記録容量50GBのブルーレイディスクが
使えるので、大容量のロング映像も余裕で保存
できます。

画面表示やファイル検索などの操作がシンプルで優しく、起動や
ネットワーク接続などもスピーディで使いやすいWindows ®  7  
Home Premium 正規版を採用しています。

シンプルに思いのままに使える
Windows®  7

ブルーレイソフトの映像などを画面上下に黒枠表示のないフル
スクリーンの迫力で満喫できます。画面も大きくて見やすく、解像度も
表示領域の広い1366×768を確保しています。

映画鑑賞に適した16：9画面の
15 .6インチHDディスプレイ

サイトのスクロールも画面のスライドも、画像の
拡大・縮小も、タッチパッド上で指を直感的に動かすだけ。
マウスレスで思い通りに操れる優れた操作性を備えています。

直感的にスマートに操れる
マルチジェスチャー・タッチパッド

HDMITMポートがあれば、機器との接続が手間いらず。ケーブル1本で
簡単に大画面テレビなどにつなげられます。また、データの転送中に
画質も音質も劣化しないので安心です。

ワンケーブルで接続が完了する
便利なHDMI TMポート

文書作成や収支計算など、ビジネスはもちろん、プライベートワーク
でも幅広く使える、Word／Excel／Outlookがセットになった便利な
Of f  iceをプリインストールしています。

幅広く活用できるOf  f  i c e  2007

リビングに持ち運んで友人たちに旅行の写真を見せたり、ベッドに
移動してお気に入りのブログを読んだり。ちょっとした短時間
ユースならアダプターレスで楽しめます。

アダプターレスで約4時間

続々登場している新作映画や話題のドラマなどのブルーレイソフトを手軽に

好きなだけ楽しめます。もちろん、その映像はハイビジョン画質ならではの

美しさ。ハイビジョンビデオカメラで撮影した思い出などもブルーレイディスクに

きれいな高画質のまま残せます。

最大

50GB
保存可能！

大切な思い出の映像を
長期保存することも可能です。ブルーレイ 一般的なDVD

16：9 画面 16：10 画面

ディスプレイ 大画面テレビ

ライブ タスク 
バー プレビュー

サムネイル表示に
マウス ポインターを
合わせると、その他の
全ウィンドウが透明に。

指を時計回りや反
時計回りになぞる
だけで、画面を上下・
左右にスクロール
できます。

2本の指でつまんだ
り開いたりすると
簡単に画像や画面
を拡大・縮小表示
できます。

指をスライドさせ
ると、その動きに合
わせて画面が左右
にスライドします。

円を描く つまむ スライドさせる

性能は高く。価格は低く。

新・ハイコストパフォーマンス

A s p i r e  5 741  S e r i e s

AS5741 -H54D/LS搭載モデル

AS5741 -H32C /SF、AS5741 -H54D/SF搭載モデル

ハイビジョン
画質のまま
保存！

例えば

指先がよく触れるフェースとパームレストには、指紋が付きにくい
ヘアライン仕上げのデザインを採用しています。

指紋が付きにくいマテリアルデザイン

(インテル® CoreTM i5  プロセッサーのみ）

Windows®. Acer Windows 7.




