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インテル® CoreTM i3 プロセッサー 搭載モデル
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資料作成やデータ入力、表計算など一般事務業務を快適に

基本モデル
標準モデル

型番

4515777595575

Oﬃce Home & Business 型番
2016モデル
JANコード

VX2660G-F38UB6

型番

VX2660G-F38UL6

4515777040327

JANコード

ϏϓΧʖϜϱηͳ
ηϘʖηΝྈཱི

4515777040334

OS

Windows 10 Pro 64ビット

カラー

ブラック

CPU

インテル® Core TM i3-8100 プロセッサー
3.60GHz

動作周波数（GHz）

༽ͶΚͦͱ
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最大動作周波数
（GHz）

非搭載

プロセッサー・テクノロジー

インテル® スマート・キャッシュ 6MB（メイン・プロセッサーに内蔵）

キャッシュ
チップセット

インテル® B360 チップセット
標準/最大

システム
メモリー※1

標準8GB（8GB×1）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM※2/DIMMデュアルチャネル対応可能

خຌηϘρέ

2（空き×1）

スロット数

インテル® UHD グラフィックス 630（メイン・プロセッサーに内蔵）

グラフィックス

ストレージ※3

ϟϠϨʖ

最大4165MB（メイン・メモリーと共用）

ビデオメモリ

256GB SSD
[M.2
]
（Type 2280）
、SSDパーティション:Cドライブ 約237GB
（未割り当て: 約8MB、
チップセットの仕様による）

メモリーカードスロット

SDカードリーダー

光学ドライブ

DVD±R/RW ドライブ

サウンド機能

インテル ® High-Deﬁnitionオーディオ準拠
スピーカー

非搭載

内蔵マイク

非搭載

無線

非搭載

有線

1000 Base -T/100Base -TX/10Base -T 準拠（Wake-on-LAN対応）

LAN

TPM（TCG V2.0準拠）

セキュリティ機能

ケンジントン・ロック用取り付け穴×1、
カバー・ロック用タブ

外部インターフェース

拡張スロット※4
ドライブベイ

ソフトウェア

PCI Express 3.0 X16スロット [ロープロファイル版]×1（空き×1）、PCI Express 2.0 X1スロット [ロープロファイル版]×2（空き×2）、PCI スロット [ロープロファイル版]×1（空き×1）、
スロット×1（空き×0）
＊SSDオプション専用
M.2（Type 2230）
スロット×1（空き×1）
＊無線LANオプション専用、M.2（Type 2242 or 2280）
5.25" 光学スリムドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HDドライブベイ×1（空き×1）、2.5" HDドライブベイ×1（空き×1）
＊付属の取り付け金具を使用
キーボード
（USB）、光学マウス
（USB）

100V-240V、50/60Hz

エネルギー消費効率※5

U区分 0.026（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]

寸法

約333（H）
×102（W）
×306（D）mm

質量

約4.4㎏

高速処理
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お問い合わせ・ご用命は

耐衝撃・省電力
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モニター側で電源オンが可能
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!
さらに

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
日本エイサー公式 Instagramアカウント

https://www.instagram.com/acer_japan/
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２ｎｄストレージ増設 ※ 1

+ 8 GB
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システム状態が一目でわかる

フレキシブルに組み合わせて、あなただけのパソコンにカスタマイズ
メモリー 増設 ※ 1

〒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

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。
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1年 間センドバック保証

日本エイサー株式会社 acer japan.com
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※1 共有システムメモリーは、
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ー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ーは、
システムメモリー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
リーは、
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。
最大メモリー容量にする場合、
標準実装されているメモリーを交換する必要があります。
ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。
増設を行う場合、
同じ規格、
容量、
形状のメモリー
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、
さらにストレージ内のRecoveryソフトウェア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
をご用意いただく必要があります。
※2 CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。※3 1GBを10億バイ
実際より少なく表示されます。
※4 すべてのオプションの動作を保証するものではありません。
※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。
＊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。
＊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
＊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
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。
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。
＊画像・図はイメージです。
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選べる3 種類のプロセッサー

USBキーボード、USB光学マウス、
マウスパッド、電源ケーブル、HDD/SSD 増設用キット、
セットアップガイド、保証書、修理依頼書

保証
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SSD搭載で、起動やデータ処理を素早く

180W（80 PLUS BRONZE）

対応電源電圧、周波数

主な付属品
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【標準搭載のMicrosoft Storeアプリ】Evernote（ノート）、Netﬂix（ 映像ストリーミング）、PhotoDirector for acer（写真編集）、PowerDirector for acer（動画編集）
【Desktop アプリ】Acer ControlCenter（システム管理）、Acer Oﬃce Manager（クライアント管理）、ProShield（セキュリティ管理）、
、Mozilla Firefox（ブラウザ）、
ノートン セキュリティ
（セキュリティ）
＊30日間体験版
CyberLink ® PowerDVD（メディア再生）

電源
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◆

【フロント】USB3.1ポート×2
（Type-A、Gen 2、最大 10G bps）
、USB3.0ポート×2
（電源オフUSB充電機能付×1）
、
マイクロフォン・ジャック×1、
ヘッドフォンジャック×1、
【バック】
イーサネット
（RJ-45）
ポート×1、USB2.0ポート×4、
オーディオポート×3
（マイク入力、
ライン・イン、
ライン・アウト）
、
HDMI出力ポート×1（ＨＤＣＰ対応）、DisplayPort出力ポート×1、
アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA 出力ポート×1、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1、
シリアルポート×1

入力装置

̞̙

ビジネスに最適なWindows 10 Pro
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非搭載

Bluetooth®
セキュリティチップ

Acer Ͷͯ͏ͱ

VX2660Gシリーズ

VX2660G-F38U

JANコード

Oﬃce Personal
2016モデル

デスクトップパソコン

Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅソフト選択

+1TB HDD
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※1 メモリーおよびストレージの増設可能モデルはＣＰＵがi7またはi5搭載のモデルとなります。i3搭載モデルは対象外となります。詳しくは中面および裏面のスペック表をご覧ください。

このカタログの記載内容は 2018年 12月現在のものです。
MA.X2BTO.DEC

acer japan.com

●イラストはイメージです。

インテル® CoreTM i7 プロセッサー 搭載モデル
映像や画像処理、3次元データ処理、開発などマルチタスクに

コストパフォーマンスに優れたモデル。データ分析や資料作成も効率的に

基本モデル

＋ メモリー

＋ ストレージ

＋ メモリー ＋ ストレージ

VX2660G-F78U

VX2660G-F78UA

VX2660G-F78UB

VX2660G-F78UC

4515777595483

4515777040488

4515777595490

4515777040518

Oﬃce Home & Business 型番
2016モデル
JANコード

VX2660G-F78UB6

VX2660G-F78UAB6

VX2660G-F78UBB6

VX2660G-F78UCB6

4515777040389

4515777040495

4515777040402

4515777040525

型番

VX2660G-F78UL6

VX2660G-F78UAL6

VX2660G-F78UBL6

VX2660G-F78UCL6

4515777040396

4515777040501

4515777040419

4515777040532

標準モデル

型番
JANコード

Oﬃce Personal
2016モデル

JANコード

$FHU͕͗שΌͤΖ:LQGRZV3URɽ

インテル® CoreTM i5 プロセッサー 搭載モデル

OS

標準モデル

型番

基本モデル

＋ メモリー

＋ ストレージ

＋ メモリー ＋ ストレージ
VX2660G-F58UC

VX2660G-F58U

VX2660G-F58UA

VX2660G-F58UB

4515777595346

4515777040426

4515777595476

4515777040457

Oﬃce Home & Business 型番
2016モデル
JANコード

VX2660G-F58UB6

VX2660G-F58UAB6

VX2660G-F58UBB6

VX2660G-F58UCB6

4515777040341

4515777040433

4515777040365

4515777040464

型番

VX2660G-F58UL6

VX2660G-F58UAL6

VX2660G-F58UBL6

VX2660G-F58UCL6

4515777040358

4515777040440

4515777040372

4515777040471

JANコード

Oﬃce Personal
2016モデル

JANコード

OS

Windows 10 Pro 64ビット

Windows 10 Pro 64ビット

カラー

ブラック

カラー

ブラック

CPU

インテル® Core TM i7-8700 プロセッサー

CPU

インテル® Core TM i5-8400 プロセッサー

3.20GHz

動作周波数（GHz）

チップセット
システム
メモリー※1

標準8GB（8GB×1）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応可能

スロット数

2（空き×1）

標準16GB（8GB×2）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応
2（空き×0）

標準16GB（8GB×2）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応

2（空き×1）

最大4164MB（メイン・メモリーと共用）

ビデオメモリ

システム
メモリー※1

メモリーカードスロット

標準/最大

標準8GB（8GB×1）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応可能

スロット数

2（空き×1）

2（空き×0）

標準16GB（8GB×2）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応

256ＧＢ SSD＋1ＴＢ HDD
[ＳＳD：M.2（Type 2280）/SSD パーティション : Cドライブ 約237GB※未割り当て: 約8MB
（チップセットの仕様による）HDD：7200rpm、
ＳＡＴＡ/パーティション: D ドライブ 約931GB]

2（空き×0）

2（空き×1）

256GB SSD
[M.2（Type 2280）、SSDパーティション:Cドライブ 約237GB
（未割り当て: 約8MB、
チップセットの仕様による）]

SDカードリーダー

DVD±R/RW ドライブ

光学ドライブ

DVD±R/RW ドライブ

サウンド機能

インテル ® High-Deﬁnitionオーディオ準拠

サウンド機能

インテル ® High-Deﬁnitionオーディオ準拠

スピーカー

非搭載

スピーカー

非搭載

内蔵マイク

非搭載

内蔵マイク

非搭載

無線

非搭載

無線

非搭載

有線

1000 Base -T/100Base -TX/10Base -T 準拠（Wake-on-LAN対応）

有線

1000 Base -T/100Base -TX/10Base -T 準拠（Wake-on-LAN対応）

セキュリティチップ
セキュリティ機能
外部インターフェース

拡張スロット※3
ドライブベイ

TPM（TCG V2.0準拠）

TPM（TCG V2.0準拠）

ケンジントン・ロック用取り付け穴×1、
カバー・ロック用タブ

セキュリティ機能

ケンジントン・ロック用取り付け穴×1、
カバー・ロック用タブ

【フロント】USB3.1ポート×2
（Type-A、Gen 2、最大 10Gbps）
、USB3.0ポート×2
（電源オフUSB充電機能付×1）
、
マイクロフォン・ジャック×1、
ヘッドフォンジャック×1、
【バック】
イーサネット
（RJ-45）
ポート×1、USB2.0ポート×4、
オーディオポート×3
（マイク入力、
ライン・イン、
ライン・アウト）
、
HDMI出力ポート×1（ＨＤＣＰ対応）、DisplayPort出力ポート×1、
アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA 出力ポート×1、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1、
シリアルポート×1
PCI Express 3.0 X16スロット [ロープロファイル版]×1（空き×1）、PCI Express 2.0 X1スロット [ロープロファイル版]×2（空き×2）、PCI スロット [ロープロファイル版]×1（空き×1）、
スロット×1（空き×0）
＊SSDオプション専用
M.2（Type 2230）
スロット×1（空き×1）
＊無線LANオプション専用、M.2（Type 2242 or 2280）
5.25" 光学スリムドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HDドライブベイ×1（空き×1）、
2.5" HDドライブベイ×1（空き×1）
＊付属の取り付け金具を使用

5.25" 光学スリムドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HDドライブベイ×1（空き×0）、
2.5" HDドライブベイ×1（空き×1）
＊付属の取り付け金具を使用

キーボード
（USB）、光学マウス
（USB）

100V-240V、50/60Hz
U区分 0.022（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]

寸法

U区分 0.027（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]

約4.4㎏

主な付属品

約4.5㎏

1年間センドバック保証

※1 共有システムメモリーは、
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ー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ーは、
システムメモリーの実際の総容量とは異なる場合があります。
また、
共有シ
ステムメモリーは、
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。最大メモリー容量にする場合、
標準実装されているメモリーを交換する必要があります。
ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。増設を行う場合、
同じ規格、
容量、
形状のメモリーをご用意いただく必要があります。
※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、
さらにストレージ内のRecoveryソフトウェア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。
※3 すべてのオプションの動作を保証するものではありません。
※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。
＊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。
＊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。
＊画像・図はイメージです。

フェイス＞
＜インターフ

±R/RW
DVD±R/RW
ドライブ

ソフトウェア

ഐ
ヘッドフォンジャック
マイクロフォンジャック
USB 3.0
3.0ポート
USB 3.1
（Type-Ａ）
ポート

HDMITMポート
Display Port
出力ポート

オーディオポート
シリアルポー
リアル ト

USB 2.0ポート

アナログ
アナログRGB
ニD-S 15ピン
ミニD-Sub
VGA出
VGA出力ポー
ト

PS/2
キーボードポート

イーサネット
（RJ-45 ポート
（RJ-45）
PS/2マウスポート

5.25" 光学スリムドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HDドライブベイ×1（空き×0）、
2.5" HDドライブベイ×1（空き×1）
＊付属の取り付け金具を使用

キーボード
（USB）、光学マウス
（USB）
【標準搭載のMicrosoft Storeアプリ】Evernote（ノート）、Netﬂix（映像ストリーミング）、PhotoDirector for acer（写真編集）、PowerDirector for acer（動画編集）
【Desktop アプリ】Acer ControlCenter（システム管理）、
Acer Oﬃce Manager（クライアント管理）、ProShield（セキュリティ管理）、CyberLink® PowerDVD（メディア再生）、Mozilla Firefox（ブラウザ）、
ノートン セキュリティ
（セキュリティ）
＊30日間体験版
180W（80 PLUS BRONZE）
100V-240V、50/60Hz
U区分 0.038（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]

エネルギー消費効率※4

U区分 0.049（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]
約333（H）
×102（W）
×306（D）mm

約4.4㎏

質量
主な付属品

約4.5㎏

USBキーボード、USB光学マウス、
マウスパッド、
電源ケーブル、HDD/SSD 増設用キット、
セットアップガイド、保証書、修理依頼書

保証

1年間センドバック保証

※1 共有システムメモリーは、
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ー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ーは、
システムメモリーの実際の総容量とは異なる場合があります。
また、
共有シ
ステムメモリーは、
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。最大メモリー容量にする場合、
標準実装されているメモリーを交換する必要があります。
ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。増設を行う場合、
同じ規格、
容量、
形状のメモリーをご用意いただく必要があります。※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、
さらにストレージ内のRecoveryソフトウェア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。
※3 すべてのオプションの動作を保証するものではありません。
※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。
＊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。
＊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。
＊画像・図はイメージです。
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ＳＤカードリーダー

5.25" 光学スリムドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HDドライブベイ×1（空き×1）、
2.5" HDドライブベイ×1（空き×1）
＊付属の取り付け金具を使用

寸法

USBキーボード、USB光学マウス、
マウスパッド、電源ケーブル、HDD/SSD 増設用キット、
セットアップガイド、保証書、修理依頼書

保証

ドライブベイ

対応電源電圧、周波数

約333（H）
×102（W）
×306（D）mm

質量

PCI Express 3.0 X16スロット [ロープロファイル版]×1（空き×1）、PCI Express 2.0 X1スロット [ロープロファイル版]×2（空き×2）、PCI スロット [ロープロファイル版]×1（空き×1）、
スロット×1（空き×0）
＊SSDオプション専用
M.2（Type 2230）
スロット×1（空き×1）
＊無線LANオプション専用、M.2（Type 2242 or 2280）

拡張スロット※3

電源

180W（80 PLUS BRONZE）

対応電源電圧、周波数

【フロント】USB3.1ポート×2
（Type-A、Gen 2、最大 10Gbps）
、USB3.0ポート×2
（電源オフUSB充電機能付×1）
、
マイクロフォン・ジャック×1、
ヘッドフォンジャック×1、
【バック】
イーサネット
（RJ-45）
ポート×1、USB2.0ポート×4、
オーディオポート×3
（マイク入力、
ライン・イン、
ライン・アウト）
、
HDMI出力ポート×1（ＨＤＣＰ対応）、DisplayPort出力ポート×1、
アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA 出力ポート×1、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1、
シリアルポート×1

外部インターフェース

入力装置

【標準搭載のMicrosoft Storeアプリ】Evernote（ノート）、Netﬂix（映像ストリーミング）、PhotoDirector for acer（写真編集）、PowerDirector for acer（動画編集）
【Desktop アプリ】Acer ControlCenter（システム管理）、
ノートン セキュリティ
（セキュリティ）
＊30日間体験版
Acer Oﬃce Manager（クライアント管理）、ProShield（セキュリティ管理）、CyberLink® PowerDVD（メディア再生）、Mozilla Firefox（ブラウザ）、

電源

エネルギー消費効率※4

非搭載

Bluetooth®
セキュリティチップ

入力装置
ソフトウェア

LAN

非搭載

Bluetooth®

2（空き×0）

256ＧＢ SSD＋1ＴＢ HDD
[ＳＳD：M.2（Type 2280）/SSD パーティション : Cドライブ 約237GB※未割り当て: 約8MB
（チップセットの仕様による）HDD：7200rpm、
ＳＡＴＡ/パーティション: D ドライブ 約931GB]

光学ドライブ

LAN

標準16GB（8GB×2）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応

最大4165MB（メイン・メモリーと共用）

ビデオメモリ
ストレージ※2

メモリーカードスロット

SDカードリーダー

標準8GB（8GB×1）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応可能

インテル® UHD グラフィックス 630（メイン・プロセッサーに内蔵）

グラフィックス

最大4165MB（メイン・メモリーと共用）

256GB SSD
[M.2（Type 2280）、SSDパーティション:Cドライブ 約237GB
（未割り当て: 約8MB、
チップセットの仕様による）]

ストレージ※2

インテル® B360 チップセット

チップセット

標準8GB（8GB×1）/最大32GB
DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM
デュアルチャネル対応可能

インテル® UHD グラフィックス 630（メイン・プロセッサーに内蔵）

グラフィックス

インテル® スマート・キャッシュ 9MB（メイン・プロセッサーに内蔵）

キャッシュ

インテル® B360 チップセット
標準/最大

なし

プロセッサー・テクノロジー

インテル®スマート・キャッシュ 12MB（メイン・プロセッサーに内蔵）

キャッシュ

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.00GHz

最大動作周波数
（GHz）

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

プロセッサー・テクノロジー

2.80GHz

動作周波数（GHz）

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.60GHz

最大動作周波数
（GHz）
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0570-01-6868

IP電話の方はこちらへ

011-330-2816
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受付時間（年中無休）

9:00〜19:00

＊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。
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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。

商標について
●© 2018 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc.
●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、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。●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。

著作権についてのご注意

ฯৄγʖϑηʤ೧ؔʥ
製品のご購入日から1年間は、製品を弊社修理センターまで
お送りいただければ、無償※にて修理を承ります。
※ただし、消耗品、災害、
お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定
は保証書をご覧ください。

$FHUγϛʖφ:HE http://www.acer.co.jp/support/
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/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。

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。

