
 P2420LA

 P2420LA-WO0254G

ブラック

Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1適用済み) プリインストール
Windows 8.1 Pro 64ビットからのダウングレード権行使

インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー

2GHz

3MB

4GB

DDR3L-1600

14型ワイドTFTカラースクリーン液晶 (LEDバックライト)

ノングレア

1,366×768ドット (WXGA)

非搭載

インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内蔵)

メインメモリと共有

最大1,920×1,200ドット

記憶装置 500GB

DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)

CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、DVD-R最大8倍速 (1層・2層)、DVD-RW最大8倍
速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD-RAM最大5倍速、DVD+R最大8倍速 (1層・2層)、DVD+RW最大8倍速

CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速 (2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最
大5倍速、DVD+R最大8倍速 (2層：最大6倍速)、DVD+RW最大8倍速

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

アナログマイク内蔵

30万画素Webカメラ内蔵

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.0

88キー日本語キーボード

マルチタッチ・タッチパッド

HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USB3.0×3、USB2.0×1

SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、MMC

マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1

指紋認証センサー

ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (6セル)

約8.7時間

約3.0時間

最大約65W

M区分 0.021 (A)

幅340mm×奥行き241mm×高さ26.3mm

約1.995kg

本体：購入日より24ヵ月間のインターナショナル保証
バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証

液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※9

-

ASUS Live Update (Win7)
ASUS USB Charger+※10 (Win7 and Win8.1)

i-フィルター® 30日間無料体験版 (Win7)
'KINGSOFT® Office 2013 Standard 30日間無料体験版 (Win7 and Win8.1)

WinFlash (Win7)

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、Windows® 8.1 Recovery Media for Windows 8.1 Products – BOOT
DVD Disc ※11、Windows® 8.1 Recovery Media for Windows 8.1 Products - Recovery DVD Disc ※11、

Lite DVD for for Windows 8.1 64bit ※11、Lite DVD for Windows 7 64bit

セキュリティ機能

※1. Windows 7 Professional 64ビット、またはWindows 8.1 Pro 64ビット、いずれかのOSを選択可能。プリインストールされているOS、および
ライセンスOS以外のOSはサポート対象外となります。
※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※5. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。
※7. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
※9. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。
※10. USB充電に対応しているデバイスを特定のUSB3.0ポートで急速充電することができます。すべてのUSB機器の充電を保証するわけではありません。
※11. Windows 8 Pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

HDD ※5

Webカメラ

オーディオ ※7

バッテリー充電時間

バッテリー駆動時間 ※8

インターフェー
ス

キーボード

ポインティングデバイス

外部ディスプレイ出力

USBポート

カードリーダー

電源

無線LAN ※6

マイク

スピーカー

解像度

タッチパネル

外部ディスプレイ出力
※4

光学ドライブ

ビデオメモリ ※3

入力機能

CPU

製品名

動作周波数

型番

CPU名

本体カラー

OS ※1

キャッシュメモリ

グラフィックス機能
表示機能

ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度

液晶ディスプレイ

表面仕様

Bluetooth® 機能

メインメモリ
標準 ※2

仕様

主な付属品

主な付属アプリ

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

ビジネス統合アプリ

サイズ (突起部除く)

質量

保証期間

消費電力

通信機能
LAN

サウンド規格

サウンド機能



E510-B1384（ブラック） E510-B1374（ブラック）

CPU インテル® Core™ i5-4460T プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー G1840T

動作周波数
1.9GHz (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2.7GHz)
2.5GHz

キャッシュメモリ インテル® スマート･キャッシュ 6MB 2MB

標準/最大 ※3
仕様
グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス 4600 インテル® HD グラフィックス
ビデオメモリ ※4

記憶装置 HDD ※5

ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度
サウンド機能
スピーカー
LAN
無線LAN
Bluetooth機能
キーボード
ポインティングデバイス
外部ディスプレイ出力端子

USBポート

オーディオ

最大約65W 最大約61.79W

T区分 0.049 (AAA) T区分 0.072 (AA)

保証期間

ビジネス統合アプリ

ACアダプター、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、VESA規格対応マウント、本体スタンド、電源コード、ク
イックスタートガイド、製品保証書、外部アンテナ、Windows® 8.1 Pro のダウングレード インサートページ ※6、

Windows 8.1 Pro Recovery DVD ※6

※1. 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。
※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PCパーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様が異なります。
※3. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※6. Windows 8 Pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

サイズ
質量

主な付属品

消費電力

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

インターフェース

通信機能

入力機能

光学ドライブ

サウンド

チップセット ※2

メインメモリ

表示機能

CPU

製品名

型番（本体カラー）

OS ※1

-

-
インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

E510

インテル® H81 チップセット

4GB
DDR3L-1600

メインメモリと共有

約0.8kg

購入日より36ヵ月間の日本国内保証

-

Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1適用済み) / Windows 8.1 pro 64ビットからのダウング
レード

ワイヤレスマウス
Display Port×1、DVI-I×1

正面：USB3.0×2
背面：USB2.0×3

正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

幅27mmx 奥行き210mm x 高さ185mm

-
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)

IEEE 802.11b/g/n
-

114キーワイヤレス日本語キーボード

500GB

-



BP1AD-I544600164（ブラック） BP1AD-0G18400084（ブラック）

CPU インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー G1840

動作周波数
3.2GHz (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3.4GHz)
2.8GHz

キャッシュメモリ インテル® スマート･キャッシュ 6MB 2MB

標準/最大 ※3
仕様
メモリスロット

グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス 4600 インテル® HD グラフィックス
ビデオメモリ ※4

記憶装置 HDD ※5

ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度

サウンド機能
スピーカー - -
LAN
無線LAN
Bluetooth機能
キーボード
ポインティングデバイス
外部ディスプレイ出力端子

USBポート

PS/2ポート
カードリーダー

オーディオ

拡張スロット ※3

ドライブベイ ※3

確認中 確認中

- ※6 T区分 0.117 (AAA)

購入日より36ヵ月間の日本国内保証 購入日より12ヵ月間の日本国内保証

正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1

PCI Express® x16 スロット×1 (空きスロット×1) 、PCI Express® x1 スロット×1 (空きスロット×1) 、PCI  スロッ
ト×2 (空きスロット×2)

5.25"ドライブベイ×1 (空きベイ×0) 、3.5"ドライブベイ×3 (空きベイ×2)
250W

幅96mmx 奥行き403mm x 高さ350mm

USBマウス
HDMI×1、D-Sub 15ピン×1、DVI-I×1

正面：USB3.0×2、USB2.0×2
背面：USB2.0×4

PS/2×2 (キーボード/マウス用)
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、XDカード、MMC、メモリースティック、メモリースティック Pro

CD-R最大48倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD-R最大24倍速(2層：最大8倍速)、DVD-RW
最大6倍速、DVD+R最大24倍速(2層：最大8倍速)、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)

114キーUSB日本語キーボード

-
-

DIMMスロット×2 (空きスロット×1)

メインメモリと共有
500GB

DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)

CD-ROM最大48倍速、CD-R最大48倍速、CD-RW最大40倍速、DVD-ROM最大16倍速(2層：最大12倍速)、
DVD-R最大16倍速(2層：最大12倍速)、DVD-RW最大13倍速、DVD+R最大16倍速(2層：最大12倍速)、DVD+RW

最大13倍速、DVD-RAM最大5倍速

BP1AD

Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1適用済み) / Windows 10 pro 64ビットからのダウング
レード

インテル® H81 チップセット

4GB/16GB
DDR3L-1600

保証期間

ビジネス統合アプリ

サイズ
質量

主な付属品

約11kg

-

USBキーボード、USBマウス、電源コード、セットアップガイド、製品保証書、Windows 10 ダウングレード インサー
トページ ※7、Windows 10 Pro Recovery DVD　※7

※1. 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。
※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PCパーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様が異なります。
※3. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※6.本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
※7. Windows 10 pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

消費電力

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

インターフェース

通信機能

入力機能

サウンド

チップセット ※2

メインメモリ

表示機能

電源容量

CPU

製品名

型番（本体カラー）

OS ※1

光学ドライブ



ASUS ZenPad™ C 7.0 (Z170C)
Z170C-BK08

ブラック
Android™ 5.0.2

プロセッサー プロセッサー名 インテル® Atom™ x3-C3200 プロセッサー
搭載容量 ※2 1GB
仕様 LPDDR3

液晶ディスプレイ
7型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト)

アンチフィンガープリント
フルラミネーションディスプレイ

解像度 1,024×600ドット (WSVGA)
グラフィックス機能 Mali-450MP4
内蔵ストレージ ※3 ※4 8GB
ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版)
Googleドライブ 100GB (2年間無料版) ※5
サウンド規格 DTS-HD Premium Sound™
スピーカー スピーカー内蔵
マイク アナログマイク内蔵

500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ)
30万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ)

GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ
無線LAN IEEE802.11b/g/n
Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.0

-
入力機能 ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)

USBポート microUSB×1
カードリーダー※6 microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
オーディオ ※7 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー
約8時間
約4時間
3,450mAh
最大約7W

高さ約189mm×幅約108mm×奥行き約8.4mm
約265g

本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※9
：購入日より12ヶ月間の日本国内保証

やることリスト
キッズモード

自動起動マネージャー
ASUS Splendid

ATOK for Android
AudioWizard
Data transfer
SuperNote

USB ACアダプターセット※9、ユーザーマニュアル、製品保証書

Webカメラ

製品名
型番
本体カラー

電源

インターフェース

サウンド機能

メインメモリ

表示機能

プラットフォーム ※1

※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。
　　　メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。
　　　製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。
※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。
※3 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。
※4 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
※5 サービスを利用するには、2018年3月31日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーション完了後、
12ヶ月のあいだ
      は同一のサービスを追加することはできません。
※6 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大64GBまでになります。
※7 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
※8 輝度100nits(100cd/m 2)で、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異な
る場合があります
※9 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれています。

● お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。
● 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。
● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。
● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。
● 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト（http://www.asus.com/jp/support/）からダウンロードできます。
● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。

記録装置

保証期間

消費電力
サイズ

通話機能

バッテリー充電時間

主な付属アプリ

主な付属品

質量

センサ

バッテリー容量

バッテリー駆動時間 ※8

通信機能


