
多様なニーズに応える。
省スペース15.6型ディスプレイ一体型パソコン

ビジネスに最適なOS

[プリインストール モデル]

法人向けET1620IUTTカタログ

エイスースがお勧めするWindows .

搭載モデル

Windows® 7
Professional 64ビット

ET1620IUTT

Windows 8.1 Pro 64ビット ダウングレード権行使 
※いずれかのOSを選択可能

使い方がさらに広がる、
充実の拡張性

設置場所を選ばない、
省スペース設計

教室にも、オフィスにも、店舗にも。

ブラック

ホワイト

角度を
調整できる



※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.  メモリの増設や交換はサポート
していません。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.  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。※5.  Windows 8.1  Pro  64ビット
への切り替えにご利用・ご参照頂けます。Windows® 7 Profess ionalからWindows 8.1 proへの切り替え
には、別途、外付けのDVDドライブ、もしくは、Blu - rayドライブをお客様でご用意頂く必要があります。

●ASUS以外またはASUS 非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。
●製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。●記載されている会社名および
製品名は、各社の登録商標または商標です。●このスペック表の内容は、2015年8月現在のものです。

ET1620IUTT 製品仕様
製品名 ET1620IUTT

本体カラー ブラック

型番 ET1620IUTT-BD012T

OS ※1 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権行使

CPU

CPU インテル® Celeron® プロセッサー J1900 

動作周波数 2GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.42GHz)

キャッシュメモリ 2次キャッシュ 2MB

メイン
メモリ

標準 ※2 4GB

仕様 DDR3L-1333 (PC3L-10600)   

表示機能

液晶ディスプレイ 15.6型ワイドTFTカラータッチスクリーン液晶 ( LEDバックライト)

表面仕様 グレア

解像度 1,366×768ドット (WXGA)

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵)

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

記憶装置 HDD ※4 500GB

サウンド
機能

サウンド規格 インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

スピーカー ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

マイク マイク内蔵

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵

通信機能
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)

無線LAN IEEE802.11b/g/n

入力機能
キーボード 114キーUSB日本語キーボード

ポインティングデバイス マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)、USBマウス

インター
フェース

外部ディスプレイ出力 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート、シリアルポート USB 3.0×2、USB 2.0×2、シリアルポート (D-Sub 9ピン)×2

カードリーダー 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、メモリースティック、メモリースティック Pro

オーディオ ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

電源 ACアダプター

消費電力 最大約38.95W

エネルギー消費効率（2011年度基準） Y区分 0.11 (AA)

サイズ(突起部除く) 幅377.5mm×奥行き28.5mm×高さ247mm

質量 約2.0kg

保証期間 購入日より12ヵ月間の日本国内保証

主な付属アプリ Adobe® Reader® （ PDFファイル閲覧ソフト）
ASUS Manager （ PC管理アプリ）

主な付属品
ACアダプター、USBキーボード、USBマウス、クイックスタートガイド、

製品保証書、Windows 8.1 Pro ダウングレードガイド ※5、
Windows® 8.1 Pro JP Recovery DVD ※5、ET1620I DVD ※5

ホワイト

ET1620IUTT-WD004T

106キーUSB日本語キーボード

エイスースがお勧めするWindows .

APB-A-20150902

ASUSについて
ASUSは、2014年のグローバルコンシューマー向けノートパソコン市場においてシェア第3位※1の総合エレクトロニクス
メーカーです。パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチなどのデジタルデバイスや、マザーボードをはじめ
とした、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを開発し、ワールドワイドに展開しており、2014年には4,326の賞を
受賞しました。日本においては、2015年上半期（1月～6月）にはSIMフリースマートフォン、Androidタブレット、マザー
ボード、ビデオカードといった販売実績において、国内シェア第1位※2を達成しています。
※1. IDCデータをもとにした自社調べ。※2.「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

ASUSの安心サポート

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

保証期間内なら
送料無料※2

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、
デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。

※2 保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。
※3 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUSピックアップサービス※1

ASUSなら万が一故障しても、ご自宅まで引き取りに伺います。

0800-123-2787
0570-783-886

お問い合わせ
ASUSコールセンター
受付時間：平日/9:00~18:00、土日/9:00~17:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇は休業)
※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は
注:旧番号047-390-5630は2015年3月31日をもってサービスの提供を終了させていただきます。

commercial_asusjp@asus.com http://www.asus.com/jp

(通話料無料)

(通話料はお客様負担)

設置場所を選ばない、省スペース設計

10本の指すべてのジェスチャーを認識する静電容量方式10点マルチ
タッチ・スクリーンを搭載しています。机の上が資料で埋まっていて
マウスを使えなくても、画面に直接触れてWindowsの操作を行う
ことができます。

10本の指すべてをつかって、Windows をフル活用

HDMI出力およびVGA出力ポートを備えており、大型テレビやプロ
ジェクターなどに接続して画面を拡張することができます。また、
USB3.0とCOMポートの搭載により、様々な周辺機器との連携を
サポートします。

使い方がさらに広がる、充実の拡張性

15.6型ワイド液晶を搭載したスリムでエレガントなデザインは、教室
やオフィス、お店など、どんな場所にもマッチし、用途に応じて角度を
調整できます。VESAマウントにも対応するため、壁掛けやアームへの
取り付けなど様々な設置が可能です。

壁掛けも可能角度を調整できる

①

①電源ボタン
②音量調節ボタン(+)
③音量調節ボタン( - )
④ディスプレイオフボタン
⑤シリアルポート(D-sub 9ピン)
⑥ディスプレイ(D-sub 15ピン)出力

⑦LAN ポート
⑧HDMI ポート
⑨USB2.0 ポート
⑩電源入力
⑪オーディオスピーカー
⑫ヘッドフォン/
　オーディオ出力ジャック

⑬マイクジャック
⑭USB3.0 ポート
⑮6 in1メモリーカード
　リーダー

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫
⑬

⑭

⑮

②③④


