
【標準搭載のWindows ストア アプリ】 Music Maker Jam（音楽作成）
【Desktop アプリ】 abFiles（クラウド用ファイル保存）、abPhoto（クラウド用画像保存）、Acer Care Center （システムメンテナンスツール）、

Acer Hover Access（アクティブスタイラスペン用ランチャー）、Acer Quick Access（デバイス設定ツール）、Acer Recovery Management（リカバリーソフト）、
マカフィー リブセーフ - インターネットセキュリティ（ウィルス対策［30日間体験版］）

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、2016年、創業40周年を迎えました。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。

※1 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。ディスプレイ仕様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。※2 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。※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 変換ケーブルが別途必要となります。※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。＊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。＊再セットアップ領域を利用したDisk to Disk リカバリーを採用していま
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。

ホームページ上部の「サポート」をクリック（タップ）または
「http://www.acer.co.jp/support/」にアクセスしてください。
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日本エイサー株式会社

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

Acer

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。
011-330-2816

IP電話の方はこちらへ

ドライバとマニュアル 9:00～21:00
受付時間（年中無休）

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。

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。

検索

重要なお知らせ メール

製品保証 チャット

●© 2016 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 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

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。

型番

OS

プロセッサー

チップセット
システムメモリ※2

グラフィックス
ストレージ※3

Webカメラ

カードリーダー

光学ドライブ

サウンド機能
スピーカー

LAN

Bluetooth®

入力装置

ソフトウェア

バッテリー※6
エネルギー消費効率※7
本体寸法
本体質量
主な付属品
保証

JANコード

動作周波数
キャッシュ

スロット数

標準/最大

SA5-271-F58U/F
4515777554930

カラー シルバー
Windows 10 Home 64 ビット

Office Microsoft Office Home and Business Premium
ディスプレイ※1 12型（QHD、2160×1440）/IPS/10点マルチタッチ/3：2画面/LEDバックライト/光沢パネル/1670万色

インテル® CoreTM i5-6200U プロセッサー
2.30GHz（ターボ・ブースト2.0利用時は最大2.80GHz）

インテル® スマート・キャッシュ 3MB（メイン・プロセッサーに内蔵）

ー

0（空き×0）
256GB SSD

HD Webカメラ（フロント/リア：約200万画素/約500万画素）

microSD カードリーダー
USB USB3.0ポート×1、USB Type-Cポート×1（USB3.1 Gen 1、最大5Gbps）

ー

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 内蔵マイクロフォン×1
映像出力 なし（USB Type-C経由で出力可能※5）
音声出力 ヘッドフォン/スピーカージャック×1
センサー 照度センサー、Gセンサー、ジャイロスコープ、Eコンパス

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
有線

無線※4

ー

Bluetooth® 4.0準拠

2セル（約8時間）

N区分 0.022（AAA）［2011年度省エネ基準達成率］
約9.5（H）［本体］/約15.85（H）［キーボードドック接続時］×約292.1（W）×約201.4（D）mm

約900g（本体）/約1250g（キーボードドック接続時）
45W ACアダプター、ACコード、アクティブスタイラスペン、キーボードドック、国際旅行者保証書、保証書、Microsoft Office Home and Business Premiumパッケージ

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（87キー/日本語）、マルチジェスチャー・タッチパッド

インテル® HD グラフィックス 520（メイン・プロセッサーに内蔵）、
ビデオメモリ最大4164MB（メインメモリと共用）

標準8GB（オンボード）/最大8GB［増設・変更不可］
LPDDR3-1866MHz SDRAM

SA5-271-F58U/F
2016.11

ス タ イ ル を 変 え る 。 日 常 が 変 わ る 。

www.acer.co.jp



画面の角度を自分好みに調節

大型ディスプレイで音と映像を楽しむ

使い分けられる2 in 1

もともとは宇宙開発から生まれたもの。CPUの
発熱をヒートパイプ式の液冷構造で冷却します。

状況に応じて、ある時はパソコンとして、
ある時はタブレットとして。思いのままに
使えるので便利です。キーボードの脱着も
マグネットヒンジで簡単・スムーズ。重量はキーボードドックをつけた
状態でも1.25㎏と軽量なので、片手で楽に持ち運びできます。

Acer LiquidLoopTM冷却システムとは

どの角度から見ても美しい高視野角のIPS
パネルを搭載。解像度は2160×1440と
高く、画面のすみずみまで詳細に描写します。
さらに、フロントには2基のスピーカーを搭載。
まるで包み込まれるような臨場感のある
音声を楽しめます。

キーボードドックとアクティブスタイラスペンを付属
高感度のアクティブスタイラスペンと
入力しやすいキーボードドックを標準で
付属。余計なコストをかけて追加で揃える必要がありません。
キーボードはフルサイズを装備。1.4㎜の深いキーストロークにより
入力がスムーズです。アイディアなどを書き留めたい時は、アクティブ
スタイラスペンで画面に直接書き込むことができます。

10点マルチタッチの直感操作
10本指のタッチに反応する、精度の高い
ディスプレイ。普段使っているスマホデバ
イスと同じような感覚で操作できます。
タップやスワイプ、ピンチ、回転はもちろん、
ダブルタップや長押しといったジェスチャーにも対応しています。

最新のOS、Windows 10 Home 64ビット
Windows 10なら、やりたい事を、すばやく、効率よく行うことができ
ます。簡単な操作で複数のアプリを使用可能なので、様々なシーン
で活躍します。Microsoft主導による更新プログラムの提供を受け
ているため、ウィルスなどの脅威からも保護します。

Intel Core i5プロセッサーのハイパワーと
静音性を両立
最新のCore i5プロセッサー搭載で、高性能ノートパソコンのパフォー
マンスを実現。クリエイティブなどのハードなPCワークにも余裕で
対応が可能です。さらに、独自に開発したファンレスの液体冷却シス
テム「Acer LiquidLoopTM」を搭載。Core i5の処理能力を最大限
まで引き出します。

常に最新バージョンのOfficeを
無料でバージョンアップされるHome and Business Premiumを
搭載。いつでも最新バージョンのアプリが使えます。

最大165度まで画面の角度を調節
できるキックスタンド。滑り止めのラバー
加工が施されているので安定感があり
ます。ヒザ上でも机上でも見やすい
画面角度で快適に使用できます。
トップカバーは高級感のある美しいヘアライン仕上げ。軽いアルミ製
かつ、指紋がわかりづらいシルクのような質感を生み出しています。

便利なデュアルカメラ
離れた人とのビデオ通話に便利な
200万画素のインカメラ。また、
500万画素の背面カメラを装備し、
撮影した画像をそのまま加工したり
シェアすることができます。

高速のUSB3.0とUSB Type-Cポートを装備

データ伝送が速やかなUSB3.0と
映像出力もできる（変換ケーブル
使用時）USB Type-Cポート（USB 
3.1）を装備。

キーボードを折りたためば、カバーに変身。
持ち運びにも便利で、画面も保護できます。

CPU

冷却ファンがないので静か。騒音レ
ベルが17.1dBAほどなので、図書
館などの静かな場所でも安心して
使用できます。

いつでも
静音

内部に空気を取り込む必要がないため、ホコリ
が溜まりにくく、結果として故障率の低下や製品
の長寿命化につながります。

長寿命

Ace r  L i q u i d L o o p TMは自己駆動型。さらに
ファンによる電力消費もないため、バッテリーをより
長持ちさせることが可能になります。

バッテリー
長持ち

日常のあらゆるシーンで実力を発揮
仕事をするにも、趣味を楽しむにも。いつだってストレスなく使いたい。 

Sw i t c h  A l p ha  1 2ならこれ1台でノートPC、そし てタブレットにも。その使いやすさは2倍以上。

圧倒的なパフォーマンスと必要な 機能を併せ持つ頼もしい相棒に。

小さいのにとことんパワフルな実力派。あ なた次第で使い方がどんどん広がります。

属

17.1ｄBAは静かなベッドルームと
ほぼ同レベル

背面カメラ

インカメラ
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