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背面
カメラ搭載

作業の効率化
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待望のデュアルカメラ搭載モデル登場
Wacom社製スタイラスペン付属、コンバーチブルタイプでさらに便利

生徒の発表を録画したり、野外実習で撮影した写真を授業で発表
するなど、授業の様々な場面で活用できます。撮影した動画や写真は
クラウドに保存し、すぐにみんなで共有できるので便利です。

※1 本製品にスタイラスペンは付属しておりません。また、スタイラスペンを後から別途ご購入いただいても、本製品には対応し
ておりませんので、ご注意ください。※2 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。※3 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。＊Chromebookは、Googleの商標ま
たは登録商標です。＊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。 

プロレベルの描画にも対応したWacom社製
スタイラス入力方式を採用＊。描いたアイディアを
データ化して共有したり、
撮影した写真に書き込ん
だりと様々な使い方が
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。また、液体をこぼしても最大
330ｍｌまで本体外へ排出できる防滴キーボード※2

を搭載、パネルは耐久性に優れたCorning®社製
Gorilla®Glassを採用しました。

便利に使える
タブレットとしても、ノートＰＣとしても
使えるコンバーチブルタイプ。
最長10時間連続駆動※3が可能で
丸一日の授業も安心です。また、
Google PlayＴＭ対応で、膨大な
便利アプリを活用できます。

る
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デュアルカメラでアクティブな学びを実現

500万画素

※1

＊R751TN-N14Nのみ対応

CP511-1H-F14N※1

R751T-N14N※1

パールホワイト

オブシディアンブラック

＊122cmの高さまで実証済み。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。



0570-01-6868ナビダイヤル

＊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。

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。

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。※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。

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

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/

〒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2017年11月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命は

●© 2017 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.CP511.NOV

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。

011-330-2816IP電話の方はこちらへ

受付時間（年中無休） 9:00～21:00
http://www.acer.co.jp/support/

※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 CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。※3 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。※4 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。※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。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。＊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、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。＊リカバリー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。

LAN

Bluetooth®

外部インターフェース

入力装置

電源

エネルギー消費効率※7
寸法
質量
主な付属品
保証

無線※5
有線

バッテリー駆動時間※6

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
非搭載

Bluetooth® 4.0準拠

45W USB Type-C ACアダプター（100V-240V、50/60Hz）
約10時間（2セル）

N区分 0.12（AA）［2011年度省エネ基準達成率］
約20.9（H）×296（W）×206（D）mm
約1.4㎏（内蔵バッテリー含む）

USB Type-C ACアダプター、ACコード、保証書ACアダプター、ACコード、Wacom feel 対応スタイラスペン、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

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×2、ヘッドフォン/スピーカージャック×1

Acer FineTipキーボード（78キー/日本語/防滴）、
タッチパッド※Wacom feelスタイラスペンは動作しません

Acer FineTipキーボード（78キー/日本語/防滴）、
タッチパッド、Wacom feel対応スタイラスペン

型番

OS

CPU

チップセット
システム
メモリ※1

ディスプレイ※3

グラフィックス
ストレージ※4
Webカメラ

メモリーカードスロット
光学ドライブ

JANコード
カラー

動作周波数
キャッシュ

スロット数

標準/最大

CP511-1H-F14N
4515777590396
パールホワイトオブシディアンブラック

R751T-N14N
4515777558181

R751TN-N14N
4515777587921
オブシディアンブラック

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

なし

0（空き×0）［増設・変更不可のため］

32GB eMMC
広視野角 HDR HDウェブカメラ、1280×720、720p

広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ, 2592×1944, 1080p
Micro SDTM カードリーダー

ー

11.6型（WXGA[HD]、1366×768）/10点マルチタッチ/IPSパネル/360°ヒンジ/
16：9画面/LEDバックライト/光沢パネル

11.6型（WXGA[HD]、1366×768）/10点マルチタッチ/
IPSパネル/360°ヒンジ/16：9画面/LEDバックライト/

光沢パネル/Wacom feel

インテル® HD グラフィックス 500（CPUに内蔵）

標準4GB（オンボード）/最大4GB［増設・変更不可］
LPDDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応※2

サウンド機能
スピーカー
内蔵マイク

フロント
リア

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
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