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Acer ENDURO T1

Windows10搭載。
タフな現場のための、
タフなタブレット。
倉庫や工場、
スマートリテールなど、
ハードな

環境で働くすべての人のために。10.1インチのタッチスク

リーンを、MIL-STD準拠の高耐久ボディが支えます。持ち
運びに便利なアクセサリーパーツもご用意しています。

Windows 10 で、生産効率アップ
Acer ENDURO ET110-31W-A14Pには、
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載。
最大4GB
のLPDDR4システムメモリーにより、
さまざまな管理タスクを素早く処理します。
ストレージ
は 64GB eMMC を備えているため、
幅広いアプリケーションをインストールできます。

現場を考え抜いた、タフなボディ

防水と耐久性を兼ね備えたディスプレイ

倉庫や屋外など、
過酷な環境での使用を想定し、
米国国防総省の定める基準
MIL-STD 810G
（砂塵試験はMIL-STD 810F）
に準拠しています。
122cmの高さ
からの落下試験をはじめ、
耐衝撃、
防塵など厳しい環境を想定したテストを
クリア。
また、
防塵・防水性能に対する保護等級試験IP54にも合格しています。

10点マルチタッチセン
サーを搭載したディス
プレイは防水スクリー
ン仕様で、手袋をはめ
たままで指先による操
さらに
作が行えます*1。
発色性が高く、視野角
による色 変 化 の 少な
いIPSパネルと、保護
ガラスとして高い耐久
性で知られるCorning社製のGorilla® Glassを採用しました。
耐久性
と見やすさを高度に両立しています。

高温および低温

振動試験

湿度

低圧（高度）試験

落下試験

塩の噴霧

降雨

砂塵

安心のロングライフバッテリー＊2

管理ツール「AEMS」に対応＊3

1回の充電での駆動時間は約10時間。
1日の
シフトを通して作業を続けることができます。
現場を離れる際にも、
バッテリーの残り残量
を気にすることなく安心して持ち運ぶこと
ができます。

複数の端末を一括管理できる、
Acer ENDURO Manageability Suite
コンソール（AEMS）に対応しています。
アプリケーションの展開、
デバイスのポートの有効・無効設定、
システムからデバイスにサー
ビスを展開するキオスクモードなど、
使い勝手とセキュリティの向上
が可能です。

https://www.biz-dna.jp/

＊1手袋の厚みが約1mm程度を超える場合、
手袋の種類によっては動作しない場合があります。
＊2 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低くなることがあります。
＊3 AEMS管理コンソールは個別のご提供となります。詳しくはお問い合わせください。●画面はハメコミ合成です。●写真はイメージです。

Acer ENDURO T1
便利なアクセサリーパーツ

標準モデル
（ハンドストラップ付）
ハンドストラップ、
ハンドグリップ付モデル＊

■ ハンドストラップ

ET110-31W-A14P

型番
JANコード

4515777612166

型番

ET110-31W-A14PH

JANコード

4515777596145

型番
ハンドストラップ、
ショルダーストラップ付モデル＊ JANコード

ET110-31W-A14PS

型番
ハンドストラップ、ハンドグリップ、
ショルダーストラップ付モデル＊ JANコード

ET110-31W-A14PHS

4515777596152
4515777596169

＊ 受発注品となります。

アイアングレー

カラー
OS

Windows 10 Pro 64ビット
インテル® Celeron® プロセッサー N3450

CPU

1.1０GHz
（インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.20GHz）
L2キャッシュ 2MB

動作周波数
キャッシュ

非搭載

チップセット
標準/最大

システムメモリー※1

標準4GB（オンボード）/最大4GB
［増設・変更不可］
、LPDDR4 SDRAM-2400MHz
0（空き×０）

スロット数

■ ハンドグリップ ※受発注品となります。

ディスプレイ※2

10.1型、WXGA（1280×800）/10点マルチタッチ/16：10画面/LEDバックライト/光沢パネル/Corning® Gorilla® Glass/IPSパネル

グラフィックス

Intel ® HD グラフィックス 500、
ビデオ・メモリ最大2091MB(メイン・メモリーと共用）
64GB eMMC、Cドライブ：約57GB

ストレージ※3
Webカメラ

フロント

HD Web カメラ
（約200万画素、1600×1200、720p）

リア

HD Web カメラ
（約500万画素、2592×1944、1080p）

メモリーカードスロット

microSD TM カードリーダー

光学ドライブ

非搭載

サウンド機能

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
スピーカー/内蔵マイク

内蔵スピーカー×1/内蔵マイクロフォン×1
IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

無線LAN※4

LAN

有線LAN

非搭載
Bluetooth ® 4.2 準拠

Bluetooth®

■ ショルダーストラップ ※受発注品となります。

外部インターフェース

入力装置

USB3.2ポート
（Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応）
×1、USB3.2ポート
（Type-A、Gen 1、最大5Gbps）
×1、
USB2.0ポート×1、
ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、micro HDMIポート、電源ボタン、音量調節ボタン、
プログラマブルボタン
（Pボタン、Fボタン ※設定の変更にはAEMSコンソールが必要となります。）
、NFCリーダー

キーボード/ポインティング・デバイス

非搭載/非搭載

指紋認証

非搭載

セキュリティチップ

TPM（TCG V2.0 準拠）

センサー

GPS、Eコンパス、Gセンサー、
ジャイロスコープ

ソフトウェア

Acer ENDURO Manageability Suite Agent
（Webリンク、被管理ツール）
、
Acer ControlCenter（システム管理）、Acer Quick Access（デバイス設定ツール）
45W USB Type-C ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）

電源
バッテリー駆動時間※5

約10時間(37Wh リチウムポリマー、本体内蔵）

エネルギー消費効率※6

10区分 16kWh/年（41%）

本体寸法
（幅×高さ×奥行）

約178.0×11.7×290.0mm
約890g

本体質量

45W USB Type-C ACアダプター、ACコード
（約１ｍ)、ハンドストラップ、
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

主な付属品

3年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証（ITW）※7

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。※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、
さらにストレージ内のリカバリー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。※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 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。※6 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。
※7 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。
タブレッ
トの冷却の為であり、
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。

日本エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心！

日本エイサーカスタマーサービスセンター

https://www.biz-dna.jp/

ナビダイヤル

0570-01-6868

受付時間（年中無休）

10:00 〜 19:00

保証サービス（３年間）
製品のご購入日から3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。

安全に関するご注意

IP電話の方はこちらへ

011-330-2816

＊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。

AcerサポートWeb 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。

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

著作権についてのご注意

●© 2021 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 Evo、
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 Agilex, Arria、Cyclone、Movidius、eASIC、Enpirion、Iris、MAX、Intel RealSense、Stratix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。

日本エイサー株式会社 acerjapan.com

●本製品は日本国内仕様です。●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。

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

公式ソーシャルメディア

最新の製品情報やリリース情報をお届けします！
日本エイサー公式 Facebook ページ

ぜひお気に入りに
登録してください！

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

Acer について

https://www.instagram.com/acer_japan/

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
現在、全世界で約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-group.com(英語版)をご覧ください。

このカタログの記載内容は2021年10月現在のものです。
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