
2017.9ASUS Chromebook シリーズ 製品カタログ

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/

ASUS Chromebook Flip C101PA / C213NA / C302CA製品仕様
シリーズ名 ASUS Chromebook シリーズ

製品名 ASUS Chromebook Flip C101PA ASUS Chromebook Flip C213NA ASUS Chromebook Flip C302CA

型番 C101PA-OP1 C213NA-N3350 C302CA-F6Y30

本体カラー シルバー ダークグレー シルバー

OS ※1 Chrome OS

CPU

CPU名 OP1 Hexa-core（Dual A72, Quad A53） インテル® Celeron® プロセッサー N3350 インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー

動作周波数 2.0GHz 1.10GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.40GHｚ） 900MHz（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2.2GHｚ）

キャッシュメモリ 1.5MB 2MB インテル® スマート・キャッシュ 4MB

メインメモリ
標準 ※2 4GB

仕様 LPDDR3-1866 LPDDR4-2400 LPDDR3-1866

表示機能

液晶ディスプレイ 10.1型ワイドTFTカラー液晶 11.6型ワイドTFTカラー液晶 12.5型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 グレア ノングレア グレア

解像度 1,280×800ドット（WXGA） 1,366×768ドット（WXGA） 1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 Mali-T860 MP4 インテル® HD グラフィックス 500（CPU内蔵） インテル® HD グラフィックス 515（CPU内蔵）

外部ディスプレイ出力 最大3,840×2,160ドット ※3 最大3,840×2,160ドット ※4

記憶装置 eMMC ※5 16GB 32GB 64GB

サウンド機能
スピーカー ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

マイク デジタルマイク内蔵 アレイマイク×2 内蔵 ※6 アレイマイク内蔵

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵 92万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）
503万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）※7 92万画素Webカメラ内蔵

通信機能
無線LAN ※8 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
キーボード 78キー日本語キーボード 78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、10点マルチタッチ・タッチスクリーン

インターフェース

外部ディスプレイ出力 ー

USBポート USB3.1（Type-C）×2 ※9 ※10、USB2.0×1 USB3.1（Type-C）×2 ※9、USB3.0×2 USB3.1（Type-C）×2 ※9

カードリーダー 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 ※11 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（2セル） 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） ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（2セル）

バッテリー駆動時間 ※12 約9時間 約12時間 約10.2時間

バッテリー充電時間 約2.6時間 約4.0時間 約2.6時間

消費電力 最大約33W 最大約45W

エネルギー消費効率（2011年度基準） S区分 0.076（AA） S区分 0.027（AAA） R区分 AAA（0.018）

サイズ（突起部除く） 幅262.8mm×奥行き182.4mm×高さ15.6mm 幅307mm×奥行き199mm×高さ20.65mm 幅304.4mm×奥行き210.2mm×高さ13.7mm

質量 約900g 約1.26kg 約1.2kg

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 ※13

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 0889349764107 0889349764121 0889349764077

※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おりません。予めご了承ください。 ※3. 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。 ※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。USB3.1(Type-C)×2を両方利用して、2つの外部ディスプレイへの同時出力を実施した場合は、2つの外部ディスプレイを利用した拡張モードのみをサポートしており、本機ディスプレイの表示や2つの外部ディスプレイでのミラーモードはサポートしていません。 ※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. アレイマイクを2つ搭載していますが、同時の使用は不可で、ご使用の状況に合わせて自動的に一方のアレイマイクが有効になります。 ※7. インカメラはディスプレイ上部、アウトカメラはキーボード上部
に配置されています。 ※8. 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。 ※9. データ転送と映像出力、本機への充電をサポートしています。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。 ※10. 外部ディスプレイ出力を利用する場合は、どちらか一方のType-Cポートをご利用ください。外部ディスプレイ出力用に、2つのポートを同時にご利用いただく事はできません。 ※11. 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。 ※12. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。 ※13. 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。 

NB-9-20170908

お問い合わせ先
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。

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップパソコン、一体型パソコン、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。

ノートPCスタイル

スタンドスタイルタブレットスタイル

テントスタイル

360度
回転する
ディスプレイ

タブレットスタイ

360度で常識が変わる、未来が変わる。

Chrome OS 3つのメリット

シンプルな操作画面のため、お子様でも簡単に操
作できます。Google™アカウントで管理するた
め、家族間でも安心して共有できます。

簡 単 ！
Chromebookはわずか数秒で起動します。アク
セスする度に、常にOSは最新の状態のため、イラ
イラするアップデートを待つ必要もありません。

高 速 ！
すべてのアプリやOSを最新の状態に保ち、最新
のセキュリティ修正を行うため、別途セキュリティ
アプリをインストールする必要はありません。

安 全 ！

C213NA-N3350

堅牢＆
防滴仕様モデル

C302CA-F6Y30

高性能＆
高画質モデル

軽量＆
コンパクトモデル

C101PA-OP1

選べる3モデル

シリーズ



Chrome OSの気軽さとタブレットの楽しさを融合。
3モデルから選べる、360度画面が回

フリップ

転するタッチ対応モバイルノートPC

360度回転するディスプレイが、ノートPCの使い方をさらに広げます。文書作成もらくらくの「ノートPCスタイル」、手に持ちやすい「タブ

レットスタイル」、画面を簡単に共有できる「スタンドスタイル」、狭い机などでも閲覧できる「テントスタイル」。4つのスタイルに自在に

変形し、日常のあらゆるシーンで活用できます。常に最新で安全な環境を提供するChrome OSは、使いたいときに瞬時に起動できて、

しかもシンプルな操作画面。Chrome OS搭載のASUS Chromebook Flipは、直感的に誰にでも簡単に使うことができます。

充実の多機能インターフェース
給電、データ転送、映像出力まで対応するUSB3.1
（Type-C）を2ポート搭載。2つの外部ディスプレイ
に同時出力ができまです。※1

動画も快適な高速通信
高速なデータ通信を行えるIEEE802.11ac無線LAN
規格に対応。ストリーミング動画なども快適に楽し
めます。

使いやすいキーボード
キーピッチの広いキーボードで快適なキー入力が可
能に。大型のタッチパッドは、マウスなしでも思い通
りに操作できます。

安心して持ち歩ける堅牢性
高い強度と透明度を誇るコーニング社のGorilla® 
Glassを液晶画面に採用。モビリティ性と堅牢性を
両立しました。

おなじみのGoogleサービス搭載
Gmail、Google ドキュメント、Google スプレッド
シート、Google スライドなどの無料アプリが搭載。
表計算や、プレゼンテーション資料の作成などの
日々のタスクも充実します。

2年間使えるGoogleドライブ付属
オンラインストレージサービス「Googleドライブ
（100GB）」の2年間無料サービスを付属。容量を気
にせず様々なデータを保存できます。

※1  C213NA-N3350、C302CA-F6Y30のみ。C101PA-OP1の外部ディスプレイ出力を利用する場合は、どちらか一方のType-Cポートをご利用ください。※2  写真は英語キーボードになっておりますが、製品では日本語キーボードとなります。

シリーズ 選べる3モデル

Googleドライブ

2年間無料
100GB

テントスタイルで
省スペースでも閲覧できる

スタンドスタイルで
みんなと画面共有

タブレットスタイルで
外出先でも気軽に使える

ノートPCスタイルで
文書作成もらくらく

360度回転するディスプレイ
使い方が広がる4つのスタイル

テントスタイルでテントスタイルで
省スペースでも閲覧できる

ノートPCスタイルで
文書作成もらくらく

スタイルを補助する自動ロックと自動回転
ノートパソコンスタイルから他のスタ
イルへ変形させる際には、キーボード
とタッチパッドが自動的にロックさ
れ、スクリーンの自動回転機能がON
になります。 画面の自動回転ON自動ロック

C101PA-OP1
軽量・薄型の持ち運びやすさ。
シンプルに使える10.1型モバイルノートPC型 ワイド

頑丈なアルミニウム合金を採用した薄さ15.6ｍｍ、軽さ約900gのスリムボディ。
さらに、徹底した省電力設計により最長約9時間のロングライフバッテリーを実現。
安心して、どこへでも気軽に持ち出せます。

長時間バッテリー

時
間

最
長
約

持ち運びやすい軽量ボディ

薄
さ

軽
さ
約

シンプルに使える10.1型モバイルノートPC

米国国防総省の軍用規格（MIL-STD-810G）10項目※1に準拠した高い耐久性。
水滴から本体を保護する防滴仕様※2のキーボードに、驚異の最長約12時間のバッテリー駆動時間を実現。
高い堅牢性とモビリティ性を兼ね備えた安心の一台です。

※1 低圧耐久（Method 500.5）で2項目、高温耐久（Method 501.5）、低温耐久（Method 502.5）、防湿（Method 507.5）、耐衝撃・落下（Method 516.5）1項目・（Method 516.6）3項目、振動テスト（Method 514.6）の10項目に準拠。 ※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。

防滴仕様キーボード軍用規格準拠の耐久性 長時間バッテリー
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C213NA-N3350
高い堅牢性とモビリティ性。
どこでも使える11.6型モバイルノートPC型 ワイド

薄さわずか13.7ｍｍ、軽さ約1.2kgのスリムなボディに、性能と省電力のバランスに優れた
インテル® Core™ m3-6Y30プロセッサーを搭載。フルHDの広視野角液晶ディスプレイにより、
鮮明で美しい映像をどこでも楽しめます。

フルHD液晶持ち運びやすい軽量ボディ
薄さ 軽さ約

C302CA-F6Y30
高性能CPU・フルHD搭載。
パワフルに使える12.5型モバイルノートPC型 ワイド

高性能CPU

インテル® 
Core™ m3-6Y30 
プロセッサー

※2


