
キーキャップと本体の隙
間を従来より狭く設計。
キーキャップ剥離などの
キーボード故障を抑制し
ます。

場所を選ばず使える

※1 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。＊Google、ChromebookおよびGmailは、Google LLCの登録商標です。＊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。 

サクサク使えてバランスの良い、インテル® Celeron® 
プロセッサー搭載。ＬＴＥ搭載で、いつでもどこで
も便利に。校外学習時でもメモした内容をすぐに
共有したり、撮影した写真を送付したりと、色々な
使い方ができます。

タフネス設計
ボディは米国軍基準のMIL-STD 810G準拠の
タフネス設計。教室の机からうっかり
落としてしまっても安心＊です。
＊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。

頼もしい長時間バッテリー故障の予防策も万全  使いやすい設計
最長12時間※1連続駆動が可能なバッテリー
搭載。丸一日の授業も充電を気にすることなく
安心です。1対1の個別指導時に、野外活動時に、
使い方がどんどん広がります。

Acer Chromebook 11
11.6型LTE通信モジュールクロームブック

無線LAN環境がない環境でも安心。
ドコモネットワークに対応。

LTE通信モジュール搭載モデル
ついに登場！

本体の質量は約1.26
㎏と軽量。校外での使
用時に持ち出す際もス
クールバックにすっぽり収
まり、邪魔になりません。

不慮の事態に備える
最大330mlの水をこぼしても内部の部品が壊れな
い排水機構を備えた防滴キーボードを搭載。作業
中にうっかり液体をこぼしても安心です。
※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。

導入メリット

2020年度からの小学校でのプログラミング教育の必修化に向けて、ICT環境構築の新たな選択肢を日本エイサーは提供します。
LTE接続サービスによる高速でセキュアな通信環境、広い通信エリアが実現。高額投資の必要な無線LAN環境への依存度を軽減し、校外
学習など場所を問わない自由な学習スタイルを実現するほか、教職員の校務負担の軽減、柔軟な働き方改革の推進にも大きな役割を果たします。

ＬＴＥ通信
モジュール
搭載

軽量
設計

180°
フラットに

www.acer.co.jp



入力装置

電源

LAN

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

WWAN

セキュリティ機能 ケンジントン・ロック用取り付け穴×1

Acer FineTip キーボード（78キー/日本語/防滴）、タッチパッド

セキュリティチップ TPM（TCG V1.2準拠）

Bluetooth®

外部インターフェース

無線※5

有線

なし（USB Type-C 経由で出力可能　※別途、変換ケーブルをご用意ください）

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

LTE : Band 1/3/19/21/28　3G（W-CDMA）: Band 1※4

非搭載

Bluetooth® 4.0準拠

USB3.1（Ｔｙｐｅ-Ｃ）ポート×2（Gen 1、最大5Gbps、充電/映像出力対応）、USB3.0ポート×1、ヘッドフォン/スピーカージャック×1、Micro SIM カード スロット×1

映像出力

■仕様詳細
型番

OS

CPU

チップセット

ディスプレイ※2

グラフィックス

ストレージ※3

Webカメラ

メモリーカードスロット

光学ドライブ

システム
メモリ※1

JANコード

カラー

動作周波数

キャッシュ

オブシディアンブラック

スロット数

標準/最大

0（空き×0）

C732L-H14M

4515777590839

GoogleTM Chrome OS

インテル® Celeron® プロセッサー N3350

1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー利用時は最大2.40GHz）

L2キャッシュ 2MB

16GB eMMC

広視野角対応 HDR HDウェブカメラ（1280×720）

Micro SDTM カードリーダー

非搭載

11.6型（WXGA[HD]、1366×768）/16：9画面/LEDバックライト/非光沢パネル

インテル® HD グラフィックス 500（CPUに内蔵）

非搭載

標準4GB（オンボード）/最大4GB［増設・変更不可］
LPDDR4-1866MHz SDRAM、デュアルチャネル対応 

サウンド機能

エネルギー消費効率※7

寸法

質量

保証

バッテリー駆動時間※6

N区分 0.064（AAA） [ 2011年度省エネ基準達成率]

約12時間　45Wh 3920mAh 3セル リチウムポリマー（本体内蔵）

約21.3（H）×302（W）×209（D）mm

約1.26㎏（内蔵バッテリー含む）

主な付属品 45W USB Type -C ACアダプター、ACコード、SIM カード 取り出しツール、保証書、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

スピーカー

内蔵マイク

インテル® High-Definitionオーディオ準拠

内蔵ステレオスピーカー×2

内蔵マイクロフォン×1

※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　NTTドコモの相互接続試験（IOT）を完了しています。音声通話には対応しません。SIMロックはかかっていません。国内専用です。受信時最大450Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度
を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。対応するバンドはSIMによって異なります。※5 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。※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、
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。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、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。パソコンの冷却の為であり、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。＊搭載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。＊リカバリーメディア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。

LTE通信モジュールでさらに使いやすく

Acer Chromebook 11
●　先生を支援するGoogle Classroomでコミュニケーションを活性化

Google Classroomは、G Suite for Educationのユーザーが利用できるアプリのひとつ。授業
ごとに連絡網が形成され、掲示板を作ったり、課題の作成・配付、フィードバックの提供など、クラ
スのあらゆることを簡単に一括管理できる先生向けの支援ツールです。生徒同士で連絡やコミ
ュニケーションを取り合ったり、先生はリアルタイムで課題を出したり、その場で回答を集計した
りと授業の幅は広がります。

Gmail、クラウドストレージサービスのGoogleドライブ™、オフィスソフトのドキュメントやスプ
レッドシートなどのコアサービスで構成される、学校全体が一緒に使えるGoogleが無償で提供
するサービス。カレンダーや反転授業の動画、授業の資料などの共有、リアルタイムでファイル
の作成・共同編集ができます。

G Suite for 
Educationとは

※G Suite for Educationの利用にはお申込み・登録が必要です。

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について

公式ソーシャルメディア
日本エイサー公式Facebookページ
http://www.facebook.com/AcerJapan

日本エイサー公式 Twitterアカウント
https://twitter.com/AcerJapan

ぜひお気に入りに
登録してください！

日本エイサー公式 Instagramアカウント
https://www.instagram.com/acer_japan/

最新の製品情報やリリース情報をお届けします！

〒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 

www.acer.co.jp日本エイサー株式会社

このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。

●© 2018 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●Chromebookは、Google Inc. の商標ま
たは登録商標です。●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 Phi、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。

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

MA.C732L.MAR

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。
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