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エイサー、ハイエンド・デスクトップに新モデル追加

6 コアの
」
コアのウルトラパフォーマンス「
ウルトラパフォーマンス「AM5400-H64D」
～2011 年 4 月 15 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®ブランドのデス
クトップとしてAM5400シリーズからシックスコアのハイエンド・デスクトップ「AM5400-H64D」を、2011年4月15日（金）よ
り全国量販店にて順次発売開始いたします。

＜AM5400-H64Dの
の製品特徴＞
製品特徴＞
AMD Phenom™
Phenom™ Ⅱ X6 プロセッサ搭載
プロセッサ搭載で
搭載で圧倒的な
圧倒的なスピードを
スピードを実現
6つのコアが搭載されたハイエンドのCPU「AMD Phenom™ Ⅱ X6 プロセッサ
1035Ｔ」を搭載。複数の作業を同時に実行してもスムーズな処理可能。また、負荷
に応じて自動で高性能化するAMD Turbo CORE テクノロジーが非稼働の3コアを
低消費電力モードに移行させ、稼働中の3コアの動作周波数を同時にアップ。パワ
ーを3つのコアに集約させてパフォーマンスを一気に高めるので、動画編集などハイス
ペックが求められる作業時には、自動でオーバークロックして超高速処理を実現しま
す。

ワンランク上
ワンランク上のビジュアルクオリティを
ビジュアルクオリティを提供
ゲームをなめらかな映像でプレイしたい。HDコンテンツの美しさをリアルに味わいたい。
動画のトランスコーディングを高速で行いたい。グラフィックス性能が際立つプレミアム
のATI Radeon™ HD 4250があれば、そんなハイスペックを求めるユーザーの希望に
ワンランク上のビジュアルクオリティで応えることができます。

自在に
自在に拡張・
拡張・接続が
接続が可能

型番

： AM5400-H64D

ツールレスで手軽に保存容量を増強できるEasySwap対応HDドライブベ

店頭想定売価 ： 60,000円前後

イを搭載。（※ホットスワップ非対応）

製品仕様

： 詳細スペックは別紙に記載

またケーブル1本で大画面テレビなどと接続できる便利なHDMI™ポートを

発売日

： 2011年4月15日（金）

搭載。

販売

： 全国の量販店にて

ハイエンドを求める人には必須の拡張性を実装しました。

安定した
安定した 500W の「80 PLUS」
PLUS」認証を
認証を取得した
取得したエコ
したエコ電源
エコ電源
常時80％以上の変換効率を実現する、電気機器の省電力化プログラム「80 PLUS」認証を取得。
低発熱、高寿命、低電力のほか、電力供給も安定した500Wの優れた電源ユニットを採用しました。

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。

＜スペック表
スペック表＞
型番
OS
Office
CPU
動作周波数
L2キャッシュ
L3キャッシュ
チップセット
メインメモリ
標準容量／最大容量
スロット数
ハードディスクドライブ
ディスプレイ機能
グラフィックカード

メモリーカードスロット

光学ドライブ
オーディオ
スピーカー（付属）
通信機能
LAN
外部インターフェース
トップ
フロント
バック
入力装置（付属）

AM5400-H64D
®

Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版
AMD PhenomTM Ⅱ X6 プロセッサ 1035T
2.60GHz（ターボコア利用時は最大3.10GHz）
512KB×6
6MB×1
AMD 880G チップセット
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）
ATI RadeonTM HD 4250（チップセットに内蔵）
＜マルチカードリーダー＞
コンパクトフラッシュ（Type Ⅰ＆Ⅱ）、
CF+マイクロドライブ、MMC（MMC、MMCmobile、RS-MMC）、
SD（SD、miniSD）、xD、MS（MS、MS PRO、MS Duo、MS PRO Duo）
DVDスーパーマルチドライブ
High-Definitionオーディオ
10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
USB 2.0 ポート×4、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1
マルチカードリーダ×1
USB 2.0ポート×8、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 x1、マイク入力 x1
ライン入力 x1、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）

拡張スロット

PCI Express® 2.0 X16スロット×1（空き×1）
PCI Express 2.0 X1 スロット×2（空き×2）、PCIスロット×1（空き×1）

ドライブベイ

5.25inch 光学ドライブベイ×2（空き×1）、3.5inch HDドライブベイ×2（空き×1）、
EasySwap対応HDドライブベイ×1（空き×1、コールド・スワップ）

ソフトウェア

Acer ArcadeTM Deluxe、Acer eRecovery Management、
Acer GameZone、Adobe® Reader®、eSobiTM（90日間体験版）、
McAfee®インターネットセキュリティ（60日間体験版）、
Nero® Essentialsライティングソフトウェア

電源
エネルギー消費効率
本体寸法
本体重量
付属品
保証
店頭想定売価
発売予定時期

®

500W（80 PLUS認証電源）
W区分 0.64（99％） ［2011年度省エネ基準達成率］
約379（H）×180（W）×423（D）mm
約9.0kg
ユーザーズマニュアル、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
60,000円前後
2011年4月15日

■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 3 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

【報道関係お
報道関係お問い合わせ先
わせ先】
日本エイサーPR オフィス 担当：山岡・遠藤
TEL：03-5572-7076 / FAX：03-5572-6065 / e-mail：ajc_pr@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。

