
法人のお客 様向け製品シリーズ

ビジネスを支える

法人向けカタログ
ASUSPRO All-in-One PC A4110 製品カタログ 2016.6

シンプルでフレキシブル。
あらゆる現場にフィットする 
15.6型コンバーチブルスタイルPC

All-in-One PC A4110 タッチパネル
搭載

病院や店頭の受付端末として 商業施設などのサイネージとして 塾や学校などの学習用端末として オーダー端末やPOSレジとして

キーボード、マウス付属

※ キーボードとマウスのカラーは全モデル共通でブラックとなります。

環境に合わせて選べるOS

Windows® 7 
Professional

Windows 10 Pro
または



スタンド 
ノート 

スタイル

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/ AP-9-20160610

ASUSコールセンター（法人専用回線）

受付時間：平日／9:00〜18:00（祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く）
0570-783-230 通話料はお客様負担

commercial_asusjp@asus.comE-mail http://www.asus.com/jp/URL

お問い合わせ先

フレキシブルに設置できて、 
使い方いろいろ
スタンドを立てて使用することはもちろん、VESA規格
に対応しているため、簡単に壁掛けも可能です。ボディ
はスマートな15.6型のため、置き場所に困りません。
※　 別途壁掛けキットが必要です。推奨使用角度は15度から38度です。

インターフェース

様々な現場で使える十分なインターフェース
USB3.0とUSB2.0、シリアルポートをそれぞれ2ポート搭載するほか、 
HDMIやD-Sub 15ピンの出力やカードリーダーなど、様々な環境で使える
必要十分なインターフェイスを備えています。

電源ボタン
音量ボタン

ディスプレイ電源ボタン

シリアルポート
（D-Sub 9ピン）×2

D-Sub 15ピン×1 HDMI

ACアダプターコネクタ
USB2.0×2

USB3.0×2

カードリーダー

マイク入力

ヘッドホン出力

有線LANポート

毎日の業務を支える経済的な低消費電力モデル
最大約37Wの低消費電力で、とても経済的です。また、ディスプレイ電源
ボタンも搭載しているため、不要な時にはディスプレイをOFFにしてさら
に節電することが可能です。

※ A4110-NOSBLKおよびA4110-NOSWHTは、OSなどにより消費電力は異なります。

ファンレス設計でとても静か
ファンレスなので粉塵を嫌う工場での使用はもちろん、 
自習室や病院の待合室など静かな場所でも、動作音を
気にすることなくご使用になれます。

All-in-One PC A4110

当社製デスクトップパソコン 
※ Core i5搭載モデル 約200W

約37W

消費電力 約1/5［ 最大消費電力量比較 ］

※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. メモリや機器の増設や交換による問題についてはサポートの対象外となりま
すので、あらかじめご了承ください。 ※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. A4110-PROBLKおよびA4110-PROWHTは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. IEEE802.11a/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。 ※6. 利用可能
な機能は、ご使用のOSにより異なります。 ※7. ブラックおよびホワイトモデルともに、ブラックのキーボード、マウスが同梱されています。 ※8. 壁掛け
キットは付属していません。VESA75規格準拠で、別途、ご用意ください。 ※9. Windows 10 pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

● 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、2016年6月現在のものです。

ASUSPRO All-in-One PC A4110 製品仕様

製品名
ASUSPRO All-in-One PC A4110

Windowsモデル OS非搭載モデル

型番 A4110-PROBLK A4110-PROWHT A4110-NOSBLK A4110-NOSWHT

本体カラー ブラック ホワイト ブラック ホワイト

OS ※1

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 10 Pro 64ビットからの
ダウングレード権行使 

ー

CPU

CPU名 インテル® Celeron® プロセッサー N3150

動作周波数 1.6GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.08GHｚ）

キャッシュメモリ 2MB

メインメモリ
標準 ※2 4GB

仕様 DDR3L-1600

表示機能

液晶ディスプレイ 15.6型ワイドTFTカラー液晶 （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

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

記憶装置 HDD ※4 500GB

光学ドライブ

ドライブの種類 ー

読み出し速度 ー

書き込み速度 ー

サウンド

サウンド機能 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（1.5W×2）

マイク アナログマイク内蔵

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 ※5 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
キーボード 114キー日本語USBキーボード

ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・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端子 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート、シリアルポート USB3.0×2、USB2.0×2、シリアルポート（D-Sub 9ピン）×2

カードリーダー SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC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37.38W ー

エネルギー消費効率（2011年度基準） Y区分 AAA（0.082） ー

サイズ 幅377.5mm×奥行き28.5mm×高さ247mm

質量 約2kg

保証期間 購入日より12ヵ月間の日本国内保証

ビジネス統合アプリ ー

主な付属アプリ ASUS Business Manager ※6 ー

主な付属品

ACアダプター、USBキーボード ※7、USBマウス ※7、 
製品保証書、壁掛け用ネジ ※8、S-DVD ※9、

Windows 10 Pro JPN Recovery DVD ※9、
Windows 10ダウングレード インサートページ ※9

ACアダプター、USBキーボード、
USBマウス、製品保証書、
壁掛け用ネジ ※8、S-DVD 

インターネットは高速に接続。業務がもっと効率的に
有線LANでのインターネット接続はもちろん、無線接続は高速なIEEE 
802.11acに対応。作業をスムーズにサポートします。

ASUSPRO All-in-One PC A4110［ OS非搭載モデル ］（A4110-NOSBLK、A4110-NOSWHT）には、 
OSは搭載されておりません。ご使用の際には別途購入が必要になります。

空間に合わせて選べるカラー 
タッチでもっと直観的に
カラーはブラックとホワイトをご用意。 
空間に合わせてお選びいただけます。 
また、10点マルチタッチに対応している
ため、パソコンに不慣れな初心者の方や
お子様でも直観的な操作が可能です。 ブラック

ホワイト

壁掛け 
サイネージ 
スタイル

スタンド 
タブレット 
スタイル

使い方が広がる3つのスタイル


