
ASUS TransBook™ T101HA 製品カタログ 2018.12

あなただけの物語を Microsoft フォトで思いのままに紡いでください。

快適性能と
ロングバッテリー

 持ち運びラク。
軽量・コンパクト設計

どこからでもOffice
ドキュメントにアクセス

自分らしい個性をカジュアルに持ち運ぶ。
キーボードが脱着できる10.1型マルチスタイルPC
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純正モバイル
バッテリー付属

＊ タブレット単体の場合。＊ タブレット単体の場合。
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＊ ワードモバイル、
エクセルモバイル、
パワーポイントモバイル

T101HA

＊



カスタマーサービスセンター：

ASUSコールセンター：

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が認められ、
2017年には世界で4,511の賞を受賞しました。また日本においては2018年までに13年連続でマザーボードのシェア１位※を
達成しています。

ASUSについて

  ※ 株式会社BCNが全国のPOSデータを元に発表している「BCN AWARD」において。

www.asus.com/jp/

せ
合
問
お

ご来店

お電話 ※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は （通話料はお客様負担）

［ 通話料無料 ］

受付時間：９：00～19：00（年中無休）
0570-783-886

0800-123-2787

※ノートPC／タブレット／スマートフォン製品のみ

東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル1F
営業時間：10：00～20：00

ASUS Store Akasaka

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 メーカー保証期間外は有料となります。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。

（最終受付19：00／年末年始休業）

あなただけの物語を Microsoft フォトで思いのままに紡いでください。

ロングバッテリーな本体に加えて、大容量の純正モバイルバッ
テリーを付属。もしもの時でも充電しながら作業を行えるため、
出張や旅先など長時間の外出時に便利です。

外出先でも安心、純正モバイルバッテリー付属

薄さ9mm、質量約580gのタブレットは、どこにでも楽々と持ち運べます。キー
ボード装着時でもバッグの中にすっきりと収まり、スマートに持ち運びができます。
時にはタブレットだけで、時にはキーボードも一緒に。通勤や通学に、出張や旅行に。
あなたのパートナーとして連れ出してください。

＊ タブレット単体の場合。 薄
　
さ

＊ 軽
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約

＊

スリムで軽い、モバイルパートナー

※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. 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. 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. 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. データ転送と本機への充電をサポートしています。データの転送
をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。 ※8. 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。 ※9. 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。 
※10. 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。

● 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、2018年12月現在のものです。 

ASUS TransBook™ T101HA 製品仕様
シリーズ名 ASUS TransBook™ シリーズ

製品名 ASUS TransBook™ T101HA

型番 T101HA-64GRZP T101HA-64MGZP T101HA-64PGZP

本体カラー グレーシアグレー ミントグリーン ピンクゴールド

OS ※1 Windows 10 Home 64bit

CPU

CPU名 インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

動作周波数 1.44GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応：最大1.92GHｚ)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 2MB

メインメモリ
標準 ※2 4GB

仕様 DDR3L-1600

表示機能

ディスプレイ 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーン ワイドビュー液晶

表面仕様 グレア

解像度 1,280×800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 400（CPU内蔵）

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1,920×1,080ドット 

記憶装置 タブレット eMMC ※5 64GB

サウンド機能
スピーカー ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)

マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ 192万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ)

センサ 加速度センサ、ジャイロスコープ、磁気センサ

通信機能
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1

入力機能

タブレット 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）

モバイル
ドック

キーボード 87キー日本語キーボード

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド

インター
フェース

タブレット

外部ディスプレイ出力 microHDMI（タイプD）×1

USBポート USB2.0×1、microUSB ※7 ×1 

カードリーダー microSDXCメモリカード、microSDHCメモリカード、microSDメモリカード

オーディオ※8 マイクロホン／ヘッドホン･コンボジャック×1

電源 タブレット 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 ※9

タブレット 約13時間

タブレット + キーボードドック 約12.8時間

バッテリー
充電時間

タブレット 約6.5時間

タブレット + キーボードドック 約6.7時間

消費電力 最大約10W

エネルギー消費効率（2011年度基準） Y区分 0.024（AAA）

サイズ 
（突起部除く）

タブレット 幅261mm×奥行き175mm×高さ9mm

タブレット + キーボードドック 幅261mm×奥行き175mm×高さ20mm

質量
タブレット 約580g

タブレット + キーボードドック 約1080g

保証期間
本体 (タブレットおよびモバイルドック)：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
ASUS ZenPower 10050C QC 3.0：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 Microsoft Office Mobile

主な付属品
USB ACアダプターセット ※10、製品マニュアル、
製品保証書、ASUS ZenPower 10050C QC 3.0

JANコード 0192876188408 0192876188415 0192876188422

どこからでもOfficeドキュメントにアクセス
タッチ操作にも最適化されたMicrosoft Office Mobileをプリインストール。
どこにいてもドキュメントにアクセスして表示や編集ができるので、外出先での
生産性が向上します。

ワードモバイル、
エクセルモバイル、
パワーポイントモバイル

NB-S-20181211_2

超低消費電力のインテル® Atom™ x5 プロセッサーを搭載。ストレスなく使える
快適性能と、約13時間（キーボード装着時約12.8時間）のロングバッテリーライフ
の両立を実現しました。1日6時間なら、2日充電なしで使えます。

インテル®  
Atom™ x5-Z8350  
プロセッサー
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快適性能とロングバッテリーを両立

＊ タブレット単体の場合。

＊

ライフスタイルを彩る3つのカラー
あらゆる場面に調和する「グレーシアグレー」のほか、華やかながらも落ち着きの
ある「ピンクゴールド」、フレッシュな「ミントグリーン」と個性的なカラーを用意し
ました。ライフスタイルに合わせて選べます。


