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はじめ よう

疑問・質問を必要に応じてWebサイト上で解決できます。よくあるお問い合わせ
（FAQ）やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポート
メニューをご用意。メールやチャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認
などもサポートページ内から行えます。

このカタログの記載内容は2020年8月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命は

ナビダイヤル

Acer Web

MA.CHR20.AUG

＊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。＊保証期間を超過している場合、
有償サポートとなります。詳しくはサポートWebをご覧ください。

011-330-2816 10:00～19:00
受付時間9:00～21:00　年中無休

●© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●Chromebook は、Google LLC の商
標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、
Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane 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 またはその子会社の商標です。●HDMIおよびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの登録
商標または商標です。●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。

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。

商標について 著作権についてのご注意

https://acerjapan.com

0570-01-6868
テクニカルな質問からトラブルの解決方法まで、プロのスタッフに相談できる
電話サポートをご用意。専任の日本人エキスパートがご質問にお答えします。

パソコン整備士協会の資格を持つプロが素早く原因を究明。パソ
コンが起動しない、インターネットに繋がらない、大切なデータが消
えた…など様々なお悩みを最短即日で駆けつけ解決いたします。

お問い合わせの多い質問とその回答を
ご覧いただけます。解決したい内容の
キーワード検索なども行えます。

製品の不具合や操作方法など、解決
したい内容をサポートスタッフに直接
メールで質問できます。

修理の依頼をはじめ、修理を依頼して
いる製品の状況確認も、簡単な操作で
行えます。

ご予約専用 0120-486-466

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。

ホームページ上部の
「サポート」をクリックすることで、
手軽にアクセスできます。

安心価格を
徹底詳しくは http://www.j-pcs.info/acer/

全ての製品に製品保証を設定しております。保証期間内に不具合が発生した場合は、
Webまたはカスタマーサービスセンターをご利用ください。
※消耗品、災害、お客様の過失による破損等は保証対象外となります。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。
※保証期間は製品によって異なりますので、製品に同梱されている保証書をご覧ください。

Acer Store
デスクトップ、ノートパソコン製品におけるバッテリー、
ACアダプター、リカバリーメディアをご購入いただけます。

http://www2.acer.co.jp/support/acer-store/index.html
※画像はイメージです。

1976年の創業以来、Acerはハードウェア＋ソフトウェア＋サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デ
ザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー（国内未発表）、タブレット、ス
マートフォン、ウェアラブル（国内未発表）に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT(Internet of Things) に向けたクラウド
ソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国
と地域で展開しています。詳細はwww.acer.co.jpをご覧ください。

Acer

〒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 

acerjapan.com日本エイサー株式会社

https://acerjapan.com

http://www2.acer.co.jp/support/warranty/index.html

IP電話の方は
こちらへ

受付時間
（年中無休）

Acer

日本エイサー公式Facebookページ
https://www.facebook.com/AcerJapan
日本エイサー公式 Twitterアカウント
https://twitter.com/AcerJapan
日本エイサーgaming公式 Twitterアカウント
https://twitter.com/PredatorJPN
日本エイサー公式 Instagramアカウント
https://www.instagram.com/acer_japan/
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起動は数秒、カンタンに使えて、しかも安全。

Ch r omeboo k  は、 Goog l e  が作った Ch r ome  OS  を搭載したパソコンです。

高速起動でシンプル、ウィルス対策などのセキュリティも万全。

Goog l e  アカウントにログインすれば自分だけの環境にすぐアクセス。

はじめての1台に、新しい働きかたに、プライベートな時間に。

カンタンだからみんなが使えて、シンプルだから使い方がどんどん広がる。

ライフスタイルに合わせて、やりたいことに合わせて、

自分にぴったりを選べる Ace r  C h r omeboo k  が揃いました。

シンプルだから、世界が広がる。

Acer Chromebook は世界中で使われて います。

2020年1月～3月、

世界シェア1位を獲得※。
※ID C  Q u a r t e r l y  P e r s o n a l  C omp u t i n g  D e v i c e  Tr a c k e r ,  2 0 20Q1

Ac e r C h rome book



Chromebook について

サッと起動、すぐにスタート

Chromebook でできること

Fast 
Boot Up

10秒以内に起動するから、すぐに操作をスタートできます。

メールの確認、授業、レポート、ゲームをすぐにスタート。スリープからの復帰も高速です。

余分なアプリを搭載しない分、シンプルだから使い続けてもずっと処理速度は落ちません。

もちろんオフラインでも、できることはいろいろ。

メールの作成はもちろん、事前にダウンロードしておけば、本を読んだり、ゲームで遊んだり。

Wi-Fiなどが届かない場所でも、さまざまな作業をこなせます。

ログインすれば、
自分だけのスペースに
自分の Google アカウントにログインするだけで、自分だけのデータにすぐアクセス。

スマホや別のPCで Chrome ブラウザを使っていれば、ブックマークやパスワードなどを自動で同期。

いつでもどこでも同じ環境で操作できます。

1台の Chromebook を家族や同僚と共有しても、自分だけのスペースを確保できます。

Google Play がすぐ使える
Google Play ストアのアプリに対応しています。Android スマートフォンでおなじみの各種アプリが

インストールできるため、大画面でさまざまな機能を活用できます。

※アプリによって対応していない場合があります。

働きかた、もっとスマートに
仕事に必要なソフトウェアの互換性も、心配ありません。Google Play ストアからアプリを

インストールしてMicrosoft Word、Excel、PowerPointのファイルを使用できます。

さらに G Suite で連携作業をもっと簡単に。メールや会議、オンラインストレージ、

管理コンソールなど、さまざまな機能がオフィスワークの生産性を高めます。

お子さまも安心のセキュリティ
ファミリー リンク アプリから、お子さまの使用を管理できます。

使用時間の設定、コンテンツへのアクセスの管理やアカウント設定などができるので安心。

Google セキュリティチップが搭載されているため、常に高いセキュリティを維持します。
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やりたいことで選べる 気軽なモバイルタイプからハイパフォーマンス   モデルまで揃ったAcer Chromebook。

使い方やライフスタイルに合わせてお好きな 1台を。

デザインも、パフォーマンスも
こだわりたい
スタイリッシュなメタルボディのタッチパネルモデルは、

デザインにこだわりたい人におすすめ。

パワフルCPUでマルチタスクに強く、Wi-Fi 6だから

オンライン作業もスピーディ。

縦が長めの3：2画面はスクロールが少なく、ブラウジングも快適。

360°回転してタブレットのようにも使えるから、趣味に、仕事に、スマートに。

とにかくタフに使いこなしたい
授業や調べもの、趣味に、遊びに。

1台でマルチに使いこなしたい人には

パワフルなスタンダードモデルを。

縦が長めの3：2のタッチ画面で、

米国軍基準MIL-STD 810G準拠のタフなボディ。

Wi-Fi 6でライブストリーミングも快適視聴。

いつでも自分のフィールドへ連れ出して。

カフェに、学校に、持ち歩きたい
アクティブなモバイル派には、約1kgと軽量設計で、

しかもぐるりと回転するタッチパネルモデルがおすすめ。

A4用紙より少し小さいコンパクトサイズは、

バッグにもラクラク収まります。

バッテリーも約15時間で持ち歩いても安心。

画面は傷に強い上に抗菌仕様だから、

お子さまのはじめての1台にもぴったりです。

大画面で、じっくり楽しみたい
15.6型、14.0型の大きな画面で

ゲームや映像などのエンタテインメントを

とことん楽しみたい人に。

バッテリーも12.5時間＊と長持ちするから、

リビングや自分のお部屋などお好きな場所で

リラックスタイムを堪能できます。

自分にぴったりの1台を探そう！

Acer Chromebook Spin 713

ォーマンスも

モデルは、

だから

ラウジングも快適。

ら、趣味に、仕事に、スマートに。

詳しくは、P.8-9

Acer Chromebook 712

詳しくは、P.10

Acer Chromebook Spin 311

詳しくは、P.11

Acer Chromebook 315/314

詳しくは、P.12-13

持ち歩きたい
設計で、

がおすすめ。

。

くり楽しみたい

ントを

るから、

な場所で

314

＊対象機種：CB315-3H-A14N
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Acer Chromebook Spin 713

◆ 長い文章も読みやすい、3：2画面

デザインにこだわりたい方へ

縦方向に広いアスペクト比
3：2の画面はWebサイトや
文章を読む際に少ないスク
ロールで閲覧できます。
また、13.5型のIPSパネルを
搭載し、画面角度を変えても
見やすく、常に鮮やかに
表示します。

◆タッチパネルで便利に

パネルは１０点マルチタッチに対応。サッと取り出して
調べものをしたり、気軽にショッピングをしたりと便利に
使えます。また、傷に強く抗菌仕様の
Corning® Gorilla® Glassを採用。
美しくエレガントな雰囲気を演出
しつつ耐久性にも優れています。

スティールグレイのメタルボディは、
高さ122㎝※１からの落下衝撃、
60kgの負荷に耐える米国軍基準 
MIL-STD 810Gに準拠。また、英語
キーボードにはバックライトを備え
ているため手元が見やすく、いつ
でも作業に集中できます。

◆スタイリッシュで堅牢なボディ

型番

CP713-2W-A38P/E Chrome OS

OSカラー

インテル® CoreTM i3-
10110U プロセッサー

CPU

8GB

メモリ ストレージ

13.5型

ディスプレイ

インテル® UHD
グラフィックス

64GB
eMMC

グラフィックス バッテリー

スティールグレイ 約10時間 約1.37kg

質量

※１ 122cmの高さまで実証済みですが、全ての衝撃に必ず耐えられるというわけではありません。※2 別途、IEEE802.11ax対応ルーターが必要です。●Chromebook、Google Chrome およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●販売モデルのキーボードは英語
仕様です。●画面はハメコミ合成です。 ●写真はイメージです。 

タブレットのように使える、ハイパフォーマンスモデル。

洗練されたメタルボディで、趣味も仕事もオールマイティ。

Acer Chromebook Acer Chromebook

◆ Wi-F i  6でオンライン作業もスムーズ

HDMI™をはじめ、高速充電に便利なUSB 3.1（Type
-C）、USB 3.0（Type-A）など便利なポート類をしっかり
備えています。モニターやスピーカーなど外部機器に
接続して、思いのままに楽しめます。

◆ 外部機器をつないで、もっと楽しく

第10世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載
しています。複数のアプリケーションを立ち上げても
パワフルに処理できるため、マルチタスクも快適。また、
グラフィックスの処理に優れているため、
映像や写真をキレイに
楽しめます。

◆ マルチタスクも快適なパワフルスペック

ぐるりと折り返せる画面は、好きな角度で楽しめます。
通常のノートPCモードはもちろん、タッチパネルでタブ
レットのように使ったり、フォトフレームのように立てて
飾ったり、場面に合わせて最適なモードを使い分けられ
ます。

◆ 360°回転する画面で4つのスタイルに

映像などを
手軽に

視聴したい時に

タブレットモード

キーボードを使って
効率よく作業
したい時に

ノートPCモード

画面を複数人で
共有したい時に

ディスプレイモード

スペースが
限られた場所で
使用したい時に

テントモード

処理に優れているため、
イに

比
や
スク

ルを
も

くくく

最新規格のWi-Fi 6（IEEE802.11ax）※2に対応して
います。高速データ通信を可能にし、大容量の
データも迅速にダウンロードできるので、
ブラウジングはもちろん、オンライン
での資料共有などもスムーズに
行えます。

の
用。
出

360°
回転 13.5型
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Acer Chromebook
712

Acer Chromebook Acer Chromebook

型 番

CP311-3H-A14N Chrome OS

OSカラー

MediaTek プロセッサー
M8183C

CPU

4GB

メモリ ストレージ

11.6型

ディスプレイ

Mali-G72
MP3 GPU

32GB
eMMC

グラフィックス バッテリー

ピュア
シルバー 約15時間 約1.05kg

質量

型 番

C871T-A38N

C871T-A14N
Chrome OS

OSカラー

インテル® CoreTM i3-
10110U プロセッサー

インテル® Celeron®
プロセッサー 5205U

CPU

8GB

4GB

メモリ ストレージ

12.0型

ディスプレイ

インテル® UHD
グラフィックス

32GB
eMMC

グラフィックス バッテリー

シェール
ブラック 約12時間 約1.40kg

質量

※1 別途、IEEE802.11ax対応ルーターが必要です。※2 122cmの高さまで実証済みですが、全ての衝撃に必ず耐えられるというわけではありませ。※3 本構造はPC内部への防水を保証するものではありません。また、本製品が損傷した場合、耐水性は損なわれます。浸水発生時は速やかに電源を切り、 当社カスタマーサービスセンターへご相談ください。浸水後の点検、および浸水に起因する修理は有料となります。●Chromebook、Google Chrome およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●販売モデルのキーボードは日本語仕様です。●画面はハメコミ合成です。 ●写真はイメージです。 

丈夫でパワフルなスタンダードモデル。

授業に、遊びに、マルチに活躍。

Acer Chromebook
Spin 311
タブレットのように使えて軽量・コンパクト。

モバイルしやすく、

はじめての1台にぴったり。

◆ マルチタスクも快適なパワフルスペック

第10世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載＊

しています。複数のアプリケーションを立ち上げても
パワフルに処理できるため、
マルチタスクも快適。また、
グラフィックスの処理に
優れているため、映像や
写真をキレイに楽しめます。
＊対象機種：C871T-A38N

◆ 長い文章も読みやすい、3：2のタッチ画面

12.0型タッチパネルはIPSパネル搭載で、膝の上や
低いテーブルなど、どの角度からも見ても鮮明です。
縦方向に広いアスペクト比3：2の画面はWebサイトや
文章を読む際に少ないスクロールで閲覧できます。

高さ122㎝※2からの落下衝撃、60㎏の負荷に耐える
米国軍基準 MIL-STD 810Gに準拠。キーボードには
水をこぼしても最大330㎖の排水機構※3により内部
を保護。さらに玩具に適用される安全規格をクリアし、
誰でも安心して使えます。

◆ 毎日使うためのタフなボディ

◆モバイルしやすいコンパクトボディ

ちょうどいい大きさの11.6型タッチパネルには耐久性に
優れ、傷に強く抗菌仕様のCorning® Gorilla® Glassを
採用。お子さまでも安心して使えます。IPSパネル搭載
で画面角度を変えても見やすく、常に鮮やかに表示
します。

◆ いつでも頼もしい、11.6型タッチ画面

キーボードには中央が少しへこんだ凹型形状を採用
しています。指のポジションを定めやすく、入力ミスも
減らせるので、長い文章や資料の作成はもちろん、はじ
めての方のタイピング練習にも最適。

◆ 誰でも使いやすい、快適キーボード

最新規格のWi-Fi 6（IEEE802.11ax）※1に対応して
います。高速データ通信を可能にし、大容量のデータ
も迅速にダウンロードできるので、
ブラウジングはもちろん、
オンラインでの資料共有
などもスムーズに行えます。

◆ Wi-F i  6でオンライン作業もスムーズ

ぐるりと折り返せる画面は、好きな角度で楽しめます。
通常のノートPCモードはもちろん、タッチパネルでタブ
レットのように使ったり、フォトフレームのように立てて
飾ったり、場面に合わせて最適なモードを使い分けられ
ます。

◆ 360°回転する画面で4つのスタイルに

映像などを
手軽に

視聴したい時に

タブレットモード

キーボードを使って
効率よく作業
したい時に

ノートPCモード

画面を複数人で
共有したい時に

ディスプレイモード

スペースが
限られた場所で
使用したい時に

テントモード

約1kgの軽量設計で、約200×290㎜のボディはA4
用紙より小さいコンパクトサイズ。バッテリーは最大
約15時間連続駆動が可能で、1日持ち歩いても安心。
どこへでも気軽にモバイルして、レポートなどの作業を
快適にこなせます。

◆ 場所を選ばず、サクサク接続

Wi-Fi 5（IEEE802.11ac）に対応しています。無線で
インターネットに接続できるから、好きな場所へ持ち
運んで調べものやブラウジングなど、オンライン作業を
サクサク快適に楽しめます。

とにかくタフに使いこなしたい方へ 色々な場所へ持ち歩きたい方へ

12.0型
360°
回転 11.6型

（IEE
通信を可能にし、大容量のデ

ードできるので、
ちろん、
料共有
行えます。
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Acer Chromebook 315

大画面でじっくり楽しみたい方へ

Acer Chromebook Acer Chromebook

型 番

CB314-1H-A14N Chrome OS

OSカラー

インテル® Celeron®
プロセッサー N4020

CPU

4GB

メモリ ストレージ

１４．０型

ディスプレイ

インテル®  UHD
グラフィックス 600

32GB
eMMC

グラフィックス バッテリー

デューシルバー 約12時間 約1.40kg

質量

1 5 . 6 型大画面で、ネットもゲームも自由自在。

リラックスタイムを有意義に。

◆ 広い画面で、ゲームも映像も楽しく

バッテリーは最大約12.5時間＊1、または約12時間＊2

の連続駆動が可能。授業や外出に、1日持ち歩いても
安心です。また、視野角75°の
ウェブカメラも搭載している
ため、ビデオ通話やオンライン
でのミーティングも快適です。

◆ 長時間使用やミーティングを快適に

◆テンキーで入力効率をアップ

サクサク使えてバランスの良いインテル® Celeron®

プロセッサーを搭載。ブラウジングを快適に閲覧でき
るのはもちろん、レポート作成もはかどります。

ディスプレイサイズは大画面15.6型＊1、または広くて
使いやすい14.0型＊2の2タイプから選べます。狭小
ベゼルにより表示領域が広く、16：9の画面で映像や
ゲームなどのエンタテインメントを堪能できます。
もちろん小さな文字や表も鮮明に表示するので、ブロ
グを書いたりレポート作成をしたり、幅広いシーンで
                      自分らしく快適に使えます。

◆ 軽快に使えて、普段づかいに最適

Wi-Fi 5（IEEE802.11ac）に対応しています。無線で
インターネットに接続できるから、好きな場所へ持ち
運んで調べものやブラウジングなど、オンライン作業を
サクサク快適に楽しめます。

◆ 場所を選ばず、サクサク接続

高速充電に便利なUSB 3.1（Type-C）、USB 3.0
（Type-A）など、便利なポート類をしっかり備えています。
もちろんヘッドセットジャックも搭載。外部機器に接続
して、思いのままに楽しめます。

◆ 外部機器をつないで、もっと楽しく

キーボードにはテンキーを搭載＊

しています。電卓のように片手
で数字を入力しやすく、日付や
金額、家計簿、表などの作成を
効率的に行えます。

◆スタイリッシュなシルバーボディ

マットでシンプルなシルバー
カラーのボディに、引き締
まったブラックのキーボード
をコーディネート。カフェや図
書館など、持ち歩いてもスタ
イリッシュな印象に。インテリ
アにも自然になじみます。

型 番

CB315-3H-A14N Chrome OS

OSカラー

インテル® Celeron®
プロセッサー N4020

CPU

4GB

メモリ ストレージ

15.6型

ディスプレイ

インテル®  UHD
グラフィックス 600

32GB
eMMC

グラフィックス バッテリー

ピュアシルバー 約12.5時間 約1.63kg

質量

Acer Chromebook 314

広く、使いやすい1 4 . 0 型画面で  

お気に入りのエンタテインメントを堪能。

バー
き締
ード
や図
スタ
ンテリ
。

●Chromebook、Google Chrome およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●販売モデルのキーボードは日本語仕様です。●画面はハメコミ合成です。 ●写真はイメージです。 

＊対象機種：CB315-3H-A14N

＊1 対象機種：CB315-3H-A14N  
＊2 対象機種：CB314-1H-A14N

＊1 対象機種：CB315-3H-A14N  
＊2 対象機種：CB314-1H-A14N

15.6型

14.0型

の
る
ン
。
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QHD（２２５６×1504）

3：2画面

LEDバックライト

光沢パネル/IPSパネル/360°ヒンジ

１３．５型

0（空き×0）

DDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応

６４GB eMMC

HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p)

microSDTM カードリーダー

２（Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）

HDMITM　出力ポート（HDCP対応）×1

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axドラフト準拠

Bluetooth® 5.0準拠

約10時間

45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

10区分 11.7kWh/年（AA）

約300.6０×１６．８０×２３５．００㎜

45W USB Type-C ACアダプター、 
ACコード (約1m)、セットアップガイド、
保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

Acer FineTip バックライト付き キーボード（英語）

タッチパッド

インテル® UHD グラフィックス

１

搭載（10点マルチタッチ）

非搭載

０

非搭載

内蔵ステレオ・スピーカー

内蔵マイクロフォン 

非搭載

約1.３７㎏

解像度

タッチパネル

アスペクト比

バックライト

パネル

ディスプレイサイズ表
示
機
能
※２

メ
モ
リ
※1

仕様

ストレージ※3

グラフィックス（CPU内蔵）

光学ドライブ

LAN 無線LAN※4

有線LAN

メモリーカードスロット

ネットワークポート

USB

USB 3.0ポート（Type-A）

USB 3.1ポート（Type-C）

USB 2.0ポート（Type-A）

Bluetooth®

Webカメラ

サウンド機能

スピーカー

内蔵マイク

音声出力

映像出力

ポインティング・デバイス

TPM（TCG v1.2 準拠）セキュリティチップ

非搭載セキュリティ機能

キーボード

そ
の
他

保
証

入
力
装
置

サ
ウ
ン
ド

外
部
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

バッテリー※6

電源

エネルギー消費効率※7

本体寸法(幅×高さ×奥行)

本体質量

主な付属品

保証

スロット数

CP311-3H-A14N CB315-3H-A14N CB314-1H-A14NC871T-A14NC871T-A38N

4515777566438

スティールグレイ

インテル® CoreTM i3-10110U プロセッサー

インテル® スマート・キャッシュ 4MB

2.10GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー
2.0対応:最大4.10GHz）

標準8GB（オンボード）/最大8GB［増設・変更不可］

非搭載

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

Chrome OS

P.8-9 P.11P.10P.10 P.12-13 P.12-13

CP713-2W-A38P/E

仕様一覧

型 番
シリーズ名

掲載ページ

JANコード

カラー

OS

CPU

キャッシュ

テクノロジー

チップセット

動作周波数

標準/最大

C
P
U

基
本
ス
ペ
ッ
ク

HD＋（１３６６×９１２）

3：2画面

LEDバックライト

非光沢パネル/IPSパネル

12.0型

0（空き×0）

DDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応

３２GB eMMC

HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p)

microSDTM カードリーダー

２（Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）

非搭載（USB Type-C 経由で出力可能） ※5

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axドラフト準拠

Bluetooth® 5.0準拠

約1２時間

45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

10区分 15.1kWh/年（84%）

約296.00×21.5０×229．００㎜

45W USB Type-C ACアダプター、 
ACコード (約1m)、セットアップガイド、
保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

Acer FineTip キーボード（日本語/防滴）

タッチパッド

インテル® UHD グラフィックス

１

搭載（10点マルチタッチ）

非搭載

０

非搭載

内蔵ステレオ・スピーカー

内蔵マイクロフォン 

非搭載

約1.40㎏

TPM（TCG v1.2 準拠）

ケンジントン・ロック用取り付け穴×１

4515777566247

シェールブラック

インテル® CoreTM i3-10110U プロセッサー

インテル® スマート・キャッシュ 4MB

2.10GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー
2.0対応:最大4.10GHz）

標準8GB（オンボード）/最大8GB［増設・変更不可］

非搭載

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

Chrome OS

HD＋（１３６６×９１２）

3：2画面

LEDバックライト

非光沢パネル/IPSパネル

12.0型

0（空き×0）

DDR4 SDRAM

32GB eMMC

HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p)

microSDTM カードリーダー

２（Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）

非搭載（USB Type-C 経由で出力可能） ※5

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axドラフト準拠

Bluetooth® 5.0準拠

約1２時間

45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

10区分 15.1kWh/年（79%）

約296.00×21.5０×229．００㎜

45W USB Type-C ACアダプター、 
ACコード (約1m)、セットアップガイド、
保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

Acer FineTip キーボード（日本語/防滴）

タッチパッド

インテル® UHD グラフィックス

１

搭載（10点マルチタッチ）

非搭載

０

非搭載

内蔵ステレオ・スピーカー

内蔵マイクロフォン 

非搭載

約1.40㎏

TPM（TCG v1.2 準拠）

ケンジントン・ロック用取り付け穴×１

4515777566216

シェールブラック

インテル® Celeron® プロセッサー 5205U

インテル® スマート・キャッシュ ２MB

1.90GHz ２．０0GHz

標準4GB（オンボード）/最大4GB［増設・変更不可］

非搭載

非搭載

Chrome OS

WXGA[HD]（1366×768）

１６：９画面

LEDバックライト

光沢パネル/IPSパネル/360°ヒンジ

１１．６型

0（空き×0）

LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応

32GB eMMC

広視野角HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p)

非搭載

1（Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）

非搭載（USB Type-C 経由で出力可能） ※5

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠

Bluetooth® 4.0準拠

約15時間

45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

12区分 9.7kWh/年（AAA）

約290.0０×１8．８０×206．００㎜

45W USB Type-C ACアダプター、 
ACコード (約1m)、セットアップガイド、
保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

Acer FineTip キーボード（日本語）

タッチパッド

Mali-G72 MP3 GPU

0

搭載（10点マルチタッチ）

非搭載

1

非搭載

内蔵ステレオ・スピーカー

内蔵マイクロフォン 

非搭載

約1.05㎏

TPM（TCG v1.2 準拠）

ケンジントン・ロック用取り付け穴×１

4515777564403

ピュアシルバー

MediaTek プロセッサー M8183C

ー

標準４GB（オンボード）/最大４GB［増設・変更不可］

非搭載

非搭載

Chrome OS

WXGA[HD]（1366×768）

１６：９画面

LEDバックライト

非光沢パネル

15.6型

0（空き×0）

LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応

32GB eMMC

HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p)

microSDTM カードリーダー

２（Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）

非搭載（USB Type-C 経由で出力可能） ※5

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠

Bluetooth® 5.0準拠

約12.5時間

45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

10区分 10.9kWh/年（AA）

約366.35×２０．３０×２５０．５０㎜

45W USB Type-C ACアダプター、 
ACコード (約1m)、セットアップガイド、
保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

Acer FineTip キーボード（日本語）

タッチパッド

インテル® UHD グラフィックス 600

2

非搭載

非搭載

０

非搭載

内蔵ステレオ・スピーカー

内蔵マイクロフォン 

非搭載

約1.６３㎏

TPM（TCG v1.2 準拠）

ケンジントン・ロック用取り付け穴×１

4515777565936

ピュアシルバー

インテル® Celeron® プロセッサー N4020

キャッシュ 4MB

1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応:
最大2.80GHz）

標準4GB（オンボード）/最大4GB［増設・変更不可］

非搭載

非搭載

Chrome OS

WXGA[HD]（1366×768）

１６：９画面

LEDバックライト

非光沢パネル

14.0型

0（空き×0）

LPDDR4 SDRAM、デュアルチャネル対応

32GB eMMC

HDR HDウェブカメラ (1280×720、720p)

microSDTM カードリーダー

２（Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）

非搭載（USB Type-C 経由で出力可能） ※5

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1

IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠

Bluetooth® 5.0準拠

約12時間

45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

10区分 10.9kWh/年（AA）

約３２３.００×１６．９５×２３２．００㎜

45W USB Type-C ACアダプター、 
ACコード (約1m)、セットアップガイド、
保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書

1年間センドバック保証
1年間制限国際旅行者保証（ITW）※8

Acer FineTip キーボード（日本語）

タッチパッド

インテル® UHD グラフィックス 600

2

非搭載

非搭載

０

非搭載

内蔵ステレオ・スピーカー

内蔵マイクロフォン 

非搭載

約1.４０㎏

TPM（TCG v1.2 準拠）

ケンジントン・ロック用取り付け穴×１

4515777566193

デューシルバー

インテル® Celeron® プロセッサー N4020

キャッシュ 4MB

1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応:
最大2.80GHz）

標準4GB（オンボード）/最大4GB［増設・変更不可］

非搭載

非搭載

Chrome OS

※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。ディスプレイの解像度に対応していないアプリケーションによっては、正しく表示できない、またはご利用できない場合があります。※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、さらに内蔵ストレージ内のリカバリーソフトのリカバリー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 別途、変換ケーブルをご用意ください。※6 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。※7 エネルギー消費効率と
は、JIS C 62623：2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100％以上110％未満、AAは達成率110％以上140％未満、AAAは達成率140％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。当社の認定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。＊長時間使用すると、放熱のため熱くなる場合があります。パソコンの冷却のためであり、異常ではありません。＊製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。＊内蔵ストレージに
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、リカバリー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。＊リカバリーメディア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。●Chromebook、Google Chrome およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、
Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane 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 またはその子会社の商標です。●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。●画面はハメコミ合成です。 ●写真はイメージです。
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