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20inch ワイド光沢液晶付
ワイド光沢液晶付き
光沢液晶付きデスクトップ PC

ハイコストパフォーマンスモデル ASX3950-N34D/T
～2010 年 8 月 20 日（金）より全国量販店にて発売開始～

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®ブランドから
20inchワイド光沢液晶付きスタンダードモデルのデスクトップ、ASX3950-N34D/Tを2010年8月20日（金）より全国量
販店にて発売開始いたします。

▽20inch ワイド光沢液晶
ワイド光沢液晶セット
光沢液晶セットで
セットでハイコストパフォーマンスを
ハイコストパフォーマンスを実現
スタンダードモデルのPC本体に20inchワイド光沢液晶付きで店頭想定売価が
74,800円前後と、ハイコストパフォーマンスを実現。20inchのビッグスクリーンで
DVD鑑賞もゲームもネット検索も思う存分楽しめます。

▽インテルの
™ i3 – 540 搭載
インテルのスマートプロセッサー
スマートプロセッサー、
プロセッサー、インテル®
インテル® Core™
インテル®ハイパースレッディング・テクノロジーにより、1つのコア上で異なる2つの
タスクを同時にスレッド処理。CDを再生しながらネット検索するなど、マルチタス
クもノンストレスで使用できます。

▽Windows®
®の最新 OS、
、Windows®
® 7 Home Premium （64 ビット 正規版）
正規版）
64ビット版の最新「Windows® 7 Home Premium」を搭載し、シンプルな操作性を実現。
また、新機能により、搭載メモリをフルに活用できる快適な動作環境が手に入ります。

▽ハードな
ハードな作業も
作業もサクサクこなせる
サクサクこなせる大容量
こなせる大容量メモリ
大容量メモリ搭載
メモリ搭載
標準4GBの大容量・高速DDR3メモリを搭載しているのでスムーズで快適な動作を実現しました。
フルメモリまで拡張すれば、ハードな作業も高度なソフトも思いのままにこなせます。

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。

型番

： ASX3950-N34D/T

店頭想定売価 ： 74,800円 前後
製品仕様

： 詳細スペックは別紙に記載

発売日

： 2010年8月20日（金）
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ASX3950-N34D/T
ブラック
20inchワイド光沢液晶ディスプレイ
1600×900
1670万色
5 ms
250cd/m2
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
インテル® Core™ i3-540 プロセッサー
3.06 GHz
インテル® スマート・キャッシュ 4MB （メインプロセッサーに内蔵）
インテル® H57 Express
DDR3-1333MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャンネル対応
標準4GB（2GB×2） / 最大8GB
DIMMスロット×4（空きスロット×2）
500GB （7200rpm、SATA）
インテル® HD グラフィックス (プロセッサーに内蔵)
＜マルチカードリーダ＞
コンパクトフラッシュ® (Type I and II)、CF+™ マイクロドライブ、MultiMediaCard (MMC)、
Secure Digital™ (SD) Card、xD-Picture Card™、Memory Stick™、Memory Stick PRO™
PCI Express® 2.0 X16 スロット×1 （空き×1）、PCI Express® 2.0 X1 スロット×1 （空き×1）
5.25inch 光学ドライブベイ X 1 （空き×0）、3.5inch HDドライブベイ X 1 （空き×0）
DVD スーパーマルチドライブ
High-definition オーディオ
LCD内蔵スピーカ- （1.5W×2）
10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
USB2.0ポート×5、マルチカードリーダー×1、
ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1
USB2.0ポート×6、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1、
ヘッドフォン/フロントスピーカー出力ポート×1、マイク入力ポート×1、ライン入力ポート×1、
イーサネット（RJ-45）ポート×1、HDMITMポート×1、D-sub VGAポート×1
マルチメディア・キーボード（USB）、光学マウス（USB）
Acer Arcade™ Deluxe、Acer eRecovery Management、Acer GameZone、
Adobe® Reader® 9、eSobi™ (90日体験版) 、McAfee® インターネットセキュリティ(60日体験版)、
MyWinLocker®、Nero® 9 Essentials ライティング ソフトウェア
220 W
j区分 0.0004（AAA） [2007年度省エネ基準達成率]
100 (W) x 371 (D) x 265 (H) mm
6.15Kg
USBキーボード、USB光学マウス、ユーザーマニュアル、電源コード、
保証書、初期セットアップガイド
1年間センドバック保証
74,800円 前後
2010年8月20日（金）

■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
エイサーはマルチブランド・
マルチブランド・カンパニーへ
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：
販売元：日本エイサー
日本エイサー株式会社
エイサー株式会社について
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
客様お問い合わせ先
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 （※平日 10：00～18：00）
e-mail：ajc@acer-info.jp

