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0800-123-2787ASUSコールセンターお問い合わせ先 Intel Inside® 圧倒 的なパフォーマンスを
インテル® Core™ i7 プロセッサー

高耐久ボディ
この堅牢性が、ビジネスを支える。
軽量薄型セキュアノートPC

B9440UA

セキュアなログイン

指紋認証 Windows Hello対応

選べる2つのモデル

インテル®  
Core™ i7-7500U 

プロセッサー

インテル®  
Core™ i5-7200U 

プロセッサー

コンパクトでも大画面

13型の本体に 型液晶搭載14
5.4mm約

超狭額ベゼル

MIL規格準拠のテストをクリア



※1 気圧耐久（Method 500.5）で2項目、高温耐久（Method 501.5）で2項目、、低温耐久（Method 502.5）、耐衝撃・落下（Method 516.5）
1項目・（Method 516.6）2項目、振動テスト（Method 514.6）の9項目に準拠。本規格は、実際の使用環境での動作を保証するものではあり
ません。また、無破損、無故障を保証するものではありません。

※2 防滴性の確認として、66ccの液体をキーボード上に注ぎ、その後逆さにして脱水し24時間後（水は72時間後）、テストを実施しています。
水、コーヒー、コーラにて3回、実施しその後の正常動作を確認しています。本製品の防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありま
せん。あらかじめご了承ください。

NB-9-20170929-2

ASUSについて
ASUSは、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デジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを開発・
販売する総合エレクトロニクスメーカーです。その優れた技術とデザインを認められ、2016年には世界で4,385の賞を受賞しました。日本においては、2016年に
Windowsタブレット、Androidタブレット、SIMフリースマートフォン、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※を達成しています。 
※「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

インテル® Core™ i7 プロセッサーIntel Inside® 圧 倒 的なパフォーマンスを

B9440UA 製品仕様

※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. 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. 機器
向かって左側のポートではデータ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。右側のポートではデータ転送をサポートしています。映像出力
と本機への給電はサポートしてません。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。※7. 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。 ※8. 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。

● 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。 ● 本カタログの画像はイメー
ジです。実際の製品と異なる場合があります。 ● 製品画面はハメコミ合成となり変更される場合があります。 ● ご利用になれるアプリとその機能は
国や地域によって異なる場合があります。 ● 一部のコンテンツは別売りになります。 ● このカタログの内容は、2017年9月現在のものです。 

● 登録商標および商標について  Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国および/
またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

製品名 B9440UA

型番 B9440UA-750016 B9440UA-72008

本体カラー グレー

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー

動作周波数（標準/最大） 2.7GHz（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3.5GHz）

2.5GHz（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3.1GHz）

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 4MB インテル® スマート・キャッシュ 3MB

メインメモリ
標準 ※2 16GB 8GB

仕様 LPDDR3-1866

表示機能

ディスプレイ 14.0型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 ノングレア

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 インテル® HD Graphics 620

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

外部ディスプレイ出力 ※4 最大4,096×2,304ドット 

記憶装置 SSD ※5 256GB（SATA3接続）

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（1W×2）

マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ ー

センサ 指紋認証

通信機能

LAN ー

無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.2

入力機能
キーボード 86キー日本語キーボード（イルミネートキーボード）

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド

インターフェイス

USBポート USB3.1（Type-C/Gen1） ※6 ×2

カードリーダー ー

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（4セル）

バッテリー駆動時間 ※7 約7.5時間

バッテリー充電時間 約2.3時間

消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率（2011年度基準） M区分 0.007（AAA） N区分 0.008（AAA）

サイズ（突起部除く） 幅321.3mm×奥行き216.2mm×高さ15mm

質量 約1.05kg

保証期間
本体：購入日より12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 ※8

ビジネス統合アプリ ー

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

JANコード 0889349882214 0889349882221

用途に合わせて選べる2モデル
用途に合わせて選べるよう、2モデルをご用意しました。高い処理能力を誇る
B9440UA-750016は、高クロックの「インテル® Core™ i7-7500U プロセッ
サー」と16GBのメモリを搭載。B9440UA-72008には「インテル® Core™ i5-
7200U プロセッサー」と8GBのメモリを搭載しました。どちらも高速で大容量
な256GBのSSDを採用しているので、アプリケーションを軽快に動作させるこ
とができます。

インテル®  
Core™ i7-7500U 

プロセッサー

インテル®  
Core™ i5-7200U 

プロセッサー

13型サイズのコンパクトなボディに14型の見やすい大画面
わずか約5.4mmの超狭額ベゼルを採用することで、13型クラスのコンパクトな
ボディに14型の大画面液晶を搭載することに成功しました。フルHD対応のノン
グレア液晶ディスプレイは、上下左右178度の広視野角、NTSC比72%の液晶
パネルを搭載。広い作業領域と高い視認性により、作業効率も高まります。ま
た、本体は省電力性能にも優れており、外出先で1日中使用できる約7.5時間の
バッテリー駆動時間も実現しています。

7.5時間最
長
約178°広
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T
S
C
比

軍用規格を満たした確かな堅牢性
米国国防総省が制定したMIL規格（MIL-STD-810G）に準拠したテスト9項目※1

をクリアした、確かな堅牢性を備えたノートPCです。高い強度と耐食性を持ちな
がら極めて軽量なマグネシウム合金をボディに使用し、金属ならではの重厚感と
美しい質感を持たせつつ、約1.05kgの軽さを実現しています。さらに、水滴から
本体を保護する防滴仕様※2のキーボードも搭載しているので、あらゆる場面で快
適に使用することができます。

軽
さ
約1.05kg

お問い合わせ先

※1 ノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップPC、All-in-One(一体型PC)、液晶ディスプレイ、
　　プロジェクターのみ対応。
※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の安心サポート
□ インターフェース

ドライブアクティビティインジケータ

バッテリーインジケータ スピーカーコンボジャック

Type-C USB3.1 Type-C USB3.1

ビジネスに必要不可欠なセキュリティ
「Windows Hello」に対応した指紋センサーを搭載
しているので、セキュリティを確保しつつ、指一つで容
易にログインが可能です。さらに起動時のBIOSパス
ワードの設定も可能で、より強固なセキュリティ対策
をすることができます。またASUS独自のソフトウェア 

「ASUS Business Manager」の搭載により、不要な
ファイルを完全に削除する機能や、システムの状態を
バックアップする機能など、ビジネスに役立つ機能を
無料で利用することができます。




