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高速処理で作業も快適
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環境にも配慮
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パワフルな処理性能
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ユーザーを手助けする AI アシスタント

DX6785シリーズ

誤って消したデータが復活

快適なブラウジングを

ϗϱφΏྃߨࣺਇɼ
ϑυΨɼ
ࣆؖ࿊ϓΟϩ͵ʹ͵υʖν

ໃત/$1֪وDFͶଲԢɽ
ॊཔΓΕ

φϧϔϩ࣎Ͷༀཱིͯ
ʰυʖνৼ҈ڈγʖϑηʱΝඬ६ૹඍɽ
3&߬͟ೖ

༁ഔ＊ଐౕͲ߶ଐ௪৶͗ՆͶ͵

ΓΕ೧ؔɼ
ໃྋͲυʖνڈͶଲԢ͢Ήͤɽ

ΕΉͪ͢ɽ

ˠ

ͨ
＊ࣰࡏଐౕͺɼړҕɼૻϪʖφɼγφয়ସɼϋρφϭʖέوໝɼ
ଠͶΓΕรಊ͢Ήͤɽ

͵υʖνΝͦ͠ڈΖ
ʰυʖνৼ҈ڈγʖϑηʱ͘
こんなトラブル時に… 詳細は http://data119.jp/acer まで
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うっかりミスによる消去や
ウィルス感染、
ファイル損失、
システム異常などの論理的障害
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衝撃などによる
ハードディスクの
物理的な障害

豊富な接続端子
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契約期間内に①と②を、
それぞれ1回無料でご利用いただけます。
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DX6785-N78J/GN

DX6785-N78J/GA

0827103162943

0827103162936
ブラック
Windows 10 Home 64 ビット

インテル® Core TM i7-8700 プロセッサー
3.20GHz（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）
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

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）
インテル® B360 Express チップセット
標準8GB（4GB×2）/最大32GB DDR4-2666MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャネル対応
2（空き×0）
NVIDIA ® GeForce ® GTX 1070

AMD Radeon TM RX 580X

専用ビデオメモリ 8GB

256ＧＢ SSD（M.2）、2TB HDD（7200rpm、
ＳＡＴＡ）

専用ビデオメモリ 4GB

128ＧＢ SSD（M.2）、2TB HDD（7200rpm、
ＳＡＴＡ）
SDカードリーダー
DVD±R/RW スリムドライブ

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
非搭載
IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠（Wake-on-LAN対応）
Bluetooth ® 5.0 準拠
【フロント】USB 3.1 ポート×1（Type-A, Gen2, 最大10Gbps）、USB 3.1 ポート×1（Type-C, Gen2, 最大10Gbps）、
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、
USB 3.0 ポート×2、USB 2.0 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）
、
TM
HDMI 出力ポート×1（グラフィックカード ポート/HDCP対応）、DVI-D 出力ポート×1（グラフィックカード ポート/HDCP対応）、
TM
DisplayPort 出力ポート×3（グラフィックカード ポート）、HDMI 出力ポート×2（オンボード/HDCP対応、使用不可）、
アナログ VGA（ミニ D-Sub 15ピン）出力ポート×1（オンボード、使用不可）
＊DVI-D 出力ポートはDX6785-N78J/GNのみ搭載
PCI Express 3.0 X16 スロット×1（空き×0）、PCI Express 2.0 X1 スロット×1（空き×0）、
M.2（Type 2230）
スロット×1（空き×0）
（ 無線LANオプション専用）、M.2（Type 2280）
スロット×1（空き×0）
（ SSDオプション専用）
5.25" スリム光学ドライブベイ×1（空き×0）、3.5" HD ドライブベイ×1（空き×0）
マルチメディア・キーボード
（USB）、光学マウス
（USB）
【標準搭載のWindows ストア 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】CyberLink ® PowerDVD（メディア再生）、Mozilla Firefox（インターネットブラウザ）、
NVIDIA GeForce Experience（ DX6785-N78J/GNのみ搭載）、
ノートン セキュリティ
（セキュリティ[60日間体験版]）
WPS Oﬃce standard UWP 体験版（30日間）
500W（80 PLUS BRONZE）100V-240V、50/60Hz
U区分 0.041（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]

U区分 0.042（AAA）[2011年度省エネ基準達成率]
約340（H）
×163（W）
×357（D）mm
約6.6kg

電源ケーブル、マウスパッド、ユーザーズマニュアル、保証書
1年パーツ・作業費、1年無償テクニカルサポート
※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。
メモリを最大容量にするには、標準実装されているメモリを交換する必要があります。ユーザーによるメモリの増設および交換は保証対象外となる場合があります。※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などによって、
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 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。※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。＊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。＊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。

商標について●©2018 Gateway, Inc. All rights reserved. GatewayおよびGatewayのLogoは、Gateway, Inc.の登録商標です。●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。●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 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。
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