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エイサー、手のひらサイズのモバイル・プロジェクター K11 発表
ハイスペック・多機能でユーザビリティも追及した本格派
〜2010 年 6 月 18 日（金）より全国量販店にて順次発売開始〜

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：詹 國良（ボブ・セン））は、acer®ブランドのプロ
ジェクターとして、K11を2010年6月18日（金）より全国量販店にて順次発売開始いたします。

▽軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク、しかもエコ仕様
本体寸法 122 x 116 x 42.5 mmでCDケースよりも小さく、重量
もわずか610g。エイサーノートパソコンと併用すれば、ノートパソコン
に付属する全てのACアダプターで給電が可能です。
ランプ寿命は約30,000時間。LEDランプを使用したエコ仕様です。

▽小さいだけでなく機能やユーザビリティも追及した、ハイス
ペック・多機能モデル
・高輝度 200ANSI （従来比 2倍）、高コントラスト2000：1で鮮明な描写を実現。
・パソコンを接続せずに投影を可能にする、USBフラッシュメモリリーダー、SDカードリーダーを搭載。
・クイック・スタート機能電源投入後、投射までわずか15秒。使いたいときにすぐ使えます。
・使用後に電源ケーブルを直接抜いて電源オフすることができる、インスタントパック（ダイレクトシャットダウン）機能。
・自動台形補正機能搭載（垂直方向）でわずらわしい投影画像修正が必要ありません。
・動作音はわずか33dBA。狭い場所で使っても動作音が気になりません。
・iPhone/iPod接続専用アダプター付属。 iPhoneやiPodと接続するだけで、容易に投影が可能。
型番
今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよ
う、製品・サービスを開発・提供してまいります。

： K11

店頭想定売価 ： 59,800 円前後
製品仕様

： 詳細スペックは別紙に記載

発売日

： 2010年6月18日（金）
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： 全国の量販店にて
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動作音
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店頭想定売価
発売予定日

K11
DLP® 方式
0.45inch DarkChip™ 1 DMD
SVGA (858 x 600)
WXGA+ (1,440 x 900)、 WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768)、
SXGA (1,280 x 1,024)、 XGA (1,024 x 768)、
SVGA (800 x 600)、 VGA (640 x 480)
NTSC (3.58/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM (B/D/G/K/K1/L)、
HDTV (720p, 1080i)、 EDTV (480p, 576p)、SDTV (480i, 576i)
4：3(通常）、16：9
2,000 ： 1
1670万色
200 ANSI lm
F=2.2
f=19.5mm
手動フォーカス
15inch(38ｃｍ)〜80inch(203ｃｍ）
0.6ｍ〜3.4ｍ
47inch @ 2m(2.04:1)
31k〜69kHz
50〜85Hz
Phlatlight® LED
LED耐久時間目安 30,000時間
＋/-40度（垂直方向） 自動、手動調整可能
フロント、リア、フロントセイリング、リアセイリング
なし
1W×1
0.61
122×116×42.5mm
なし
付属（IR方式）
ACアダプター （AC入力 100〜240V)
81W（使用時)､1W(スタンバイ時)
5℃〜35℃
33dBA(標準時）、29ｄBA(ビデオモード）
アナログRGB(ミニD-sub15ピン）×1、
コンポジット ビデオ/オーディオ(3.5mm4ピンミニ端子）×1、
HDMI(Video、Audio,HDCP)×1、USB TypeA端子×1、SD(SDHC)カードスロット×1
・ Acer SmartFormat テクノロジー（解像度自動認識）
・ Quick Start（クイックスタート機能：投影まで約15秒ほど）
・ USB リーダー機能
USBフラッシュメモリを接続して、データ投影が可能
＜投影可能データフォーマット＞
動画 : MJPEG, MPEG-4 SP, H263, H264, AVI, MOV, 3gp
音声 : PCM, ADPCM, WMA, OGG, MP3
画像 : JPEG, BMP
・SD（SDHC）カードリーダー機能
＜投影可能データフォーマット＞USBリーダー機能と同様
ACアダプター（AC入力 100〜240V）、電源ケーブル、アナログ（ミニD-sub15ピン）ケーブル、
リモコン、リモコン用電池、専用キャリングケース、ユーザーガイド（CD-ROM×2）、
クイックスタート ガイド、保証書、コンポジット（RCA）変換ケーブル、
iPod®/iPhone® 接続用アダプター、3.5mm AVケーブル for iPod®/iPhone®、
USBケーブル（給電用）for iPod®/iPhone®
2年間（LEDモジュールは1年間）
59,800円 前後
2010年6月18日（金）
※1：USBリーダー機能 USBハブを接続した場合、機能しません。

■Acer について
1976 年の設立以来、エイサーは絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。全世界で IT
製品を販売し、PC の世界シェアは第 2 位、ノート PC の世界シェアは第 2 位にランクされ、トップ 5 企業の中で最も速
い成長を誇ります。インダイレクトで販売を展開する「チャネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するための、
有効な手段となっています。また、ゲートウェイとパッカード・ベルとの合併により、米国ではその存在を強化し、欧州で
はより強い立場を築き、グローバル展開に必要な体制を完成させました。

■エイサーはマルチブランド・カンパニーへ
Acer Inc.は、コンピューター業界で世界第 2 位の PC ベンダーです（2010 年第 1 四半期において、Gartner
Dataquest）。2007 年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーンズ」の 3 つの製品ブランドを加えたマルチブ
ランド・カンパニーとして、さらに豊かな PC ライフの実現に努めております。

■販売元：日本エイサー株式会社について
□商 号
： 日本エイサー株式会社
□所在地
： 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
□代表者
： 代表取締役社長 ボブ・セン
□設 立
： 1988 年 2 月
□資本金
： 2 億円
□事業内容
： パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び
データ通信機器類等のハイテク用品卸販売
□URL
： http://www.acer.co.jp

【お客様お問い合わせ先】
エイサーご購入ホットライン
フリーダイヤル：0120-561-813
e-mail：ajc@acer-info.jp
※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重
に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが
privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。

