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スリムでスタイリッシュなコンパクトノートが登場！
持ち運びしやすい軽量ボディに便利な機能が満載。

●画像はイメージです。

手軽に持ち運べる
コンパクトボディ

素 早い起 動で
作 業もサクサク

FULL
HD
1920×1080

フルHDパネルで
美しい映像を

スリムでスタイリッシュなコンパクトノートが 登 場！
◆

シルバーの
キーボードが
スタイリッシュな
仕上がり

手軽に持ち運べるコンパクトボディ

薄さ15㎜、質量1.26㎏の薄型・軽量設計。アルミニ
ウム素材のボディは頑丈ながらスタイリッシュな
仕上がりに。A4サイズとほぼ同じ大きさなので、カ

型番

NE336-A14Q

バンの中にも無理なく収まります。手軽に持ち歩

JANコード

いて、行きつけのカフェや図書館、自宅のリビング

カラー

などお気に入りの場所で楽しめます。

OS

薄さ

15㎜

動作周波数
テクノロジー
キャッシュ
チップセット

起動も素早く

システム
メモリ※3

ストレージは128GBのSSD※1。素早い起動で待ち時
時
間のストレスもなく、スムーズに作業をスタートで
で

◆

1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー利用時は最大2.40GHz）
ー
キャッシュ 4MB
ー

標準/最大
スロット数

※イメージです。

きます。衝撃にも強く移動時も安心です。

シルバー
Windows 10 Home 64 ビット
インテル® Celeron® N4100 プロセッサー

CPU

SSD
◆

4515777594431

標準4GB（オンボード）/最大4GB
［増設・変更不可］
LPDDR4-1866MHz SDRAM
0（空き×0）

ディスプレイ※4

13.3型（フルHD、1920×1080）/IPSパネル/16：9画面/
LEDバックライト/非光沢パネル/1670万色

グラフィックス

インテル® UHD グラフィックス 600（CPUに内蔵）、
ビデオメモリ最大2094MB（メインメモリと共用）

高解像の美しい映像を
ストレージ※1

128GB SSD（M.2
［Type 2242］
）

細部まで美しい高精細フルHDディスプレイを搭載。

Webカメラ

HD Web カメラ
（約200万画素）

広視野角IPSパネルでどの角度から見てもくっきり
と鮮やかに。お気に入りの写真や映像を心ゆくまで

メモリーカードスロット
光学ドライブ

楽しめます。

サウンド機能

Micro SD カードリーダー
ー
インテル® High-Deﬁnitionオーディオ準拠

スピーカー
内蔵マイク
◆

高画質カメラを便利に使う

無線※5
有線

LAN

標準搭載のWebカメラは高画質の200万画素。

Bluetooth®

ビデオチャット時もきれいな映像を映し出し、
まるで

外部インターフェース

同じ空間にいるかのような臨場感を味わえます。

◆

入力装置
ソフトウェア

快適なブラウジングを

無線LAN規格802.11acに対応。快適なブラウジング
グ
やストリーミングの視聴が可能です。※2

◆

便利なポート類

Oﬃce
電源

出番の多いUSB3.0ポートを2つ装備。また、周辺機器との接続に便利なMini
機器との接続に便利なMini HDMITMポート

バッテリー駆動時間※6

を搭載しました。ポート類は使いやすく左右にすっきりとまとめました。
USB 3.0ポート

DCジャック
（電源）
ӊଈ

エネルギー消費効率※7

ࠪଈ

Mini HDMI TMポート
USB 3.0ポート

内蔵マイクロフォン×2
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
ー
Bluetooth ® 4.2準拠
USB 3.0 ポート×2、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック×1、
（HDCP対応）
×1、
Mini HDMI TM 出力ポート
ACアダプター用DCイン・ジャック×1
キーボード
（83キー/日本語）、マルチジェスチャー・タッチパッド
【標準搭載のMicrosoft Store アプリ】Evernote（メモ）、
Netﬂix（映像ストリーミング）、PhotoDirector for acer（画像編集）、
PowerDirector for acer（動画編集）
【Desktop アプリ】Gateway Care Center（システムメンテナンスツール）、
Gateway Quick Access（デバイス設定ツール）、
Mozilla Firefox（ブラウザ）、
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 製品版
24W ACアダプター
（100V-240V、50/60Hz）
約7時間（2セル）
N区分 0.12（AA）
[2011年度省エネ基準達成率]

寸法

約15.0（H）
×316.0（W）
×209.0（D）mm

質量

約1.26kg（内蔵バッテリー含む）
24W ACアダプター、ACコード、保証書、
セットアップガイド

主な付属品

Micro SDカードリーダー
ヘッドフォン/スピーカージャック

内蔵ステレオスピーカー×2

保証

1年間センドバック保証

※1 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リカバリー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。※2 実際の速度は、
距離範囲、
転送レート、
サイ
ト状態、
ネッ
トワークの規模、
その他により変動します。※3 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。※4 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。※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。
＊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。
＊内蔵スト
＊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
レージまたは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。
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、
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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、
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●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。

最新情報はホームページ
（https://acerjapan.com/gateway/）
をご覧ください。 2018年11月現在
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