
2017.9ASUS TransBook™ 3 T305CA 製品カタログ

機動性×実用性×可能性
3つのプレミアムを極めた高性能タブレット。
Windows 10の真価がここに。

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™ i5 プロセッサー

圧倒的に美しい 
3K液晶

［ 2,880×1,920ドット（WQ+） ］

キーボードカバー
標準付属

選べる2つのモデル

インテル® Core™ i5-7Y54  
プロセッサー
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T305CA-7Y54

インテル® Core™ m3-7Y30 
プロセッサー
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T305CA-7Y30

使いやすさを 
追求した機 能

指紋認証  
Windows Hello対応

THUNDERBOLT 3
（Type-C）

※ タブレット単体の場合。

6.9mm薄
　
さ

軽
さ
約695g



ASUS TransBook™ 3 T305CA 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. 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. IEEE 
802.11a/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。 ※7. 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。 ※8. 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。 ※9. 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。 

※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 お問い合わせ先

NB-9-20170908

圧倒的に美しい3K液晶ディスプレイ
ディスプレイには、高精細3K解像度（2,880×1,920ドット）液晶パネルを採用。
輝度450nitsと色域NTSC 85%、RGB 121%により、色鮮やかな色彩表現が可能
です。さらに、どこから見ても美しく魅せる170°の広視野角に高い画面占有率で、
引き込まれるような映像を楽しめます。

2,880 1,920［ 3K display ］

パワフルで心に響くステレオサウンド
音にもこだわり、2Wのスピーカーを4つ搭載しました。世界的に有名なオーディ
オブランドHarman Kardonの技術を採用した、ASUSオリジナルのASUS 
SonicMaster Premiumシステムは、クリアで聞き取りやすく、豊かで臨場感の
あるサウンドが堪能できます。

harman/kardon by HARMAN 

薄く、軽く、しかも静か。
スタイリッシュなアイシクルゴールドのボディには、金属でありながら圧倒的な 
軽さを誇るアルミニウム合金を採用。これにより、タブレット単体で約695g※ の 
驚異的な軽さと、抜群の堅牢性を実現しました。しかも、薄さはわずか6.9mm※。 
さらにファンレス設計なので、静かな場所でも、動作音を気にすることなく使用
できます。時間や場所の制約からあなたを解き放つ一台です。

※ タブレット単体の場合。
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モビリティとパフォーマンスを両立
用途に合わせて2種類のモデルをご用意しました。T305CA-7Y54には、高性能な
インテル® Core™ i5に、8GBメモリ、256GBの高速SSDを搭載。負荷のかかる作
業も快適にこなせます。T305CA-7Y30には、性能と消費電力のバランスに優れた
インテル® Core™m3に、4GBメモリ、128GB SSDを搭載しました。どちらを選ん
でも、あなたのデジタルライフにワンランク上の快適さとスピードを提供します。

インテル®  
Core™ i5-7Y54  
プロセッサー

インテル®  
Core™ m3-7Y30 

プロセッサー

□ 専用アクセサリー（別売）

ASUS PenASUS ユニバーサル ドック
□ 型番：90NB0DH1-P00150
□ プラグ：USB（Type-C）
□ JANコード：0889349493885

□  型番： 
90NB0000-P00120

□  JANコード： 
0889349508176

シリーズ名 ASUS TransBook™ 3シリーズ
製品名 T305CA
型番 T305CA-7Y54 T305CA-7Y30
本体カラー アイシクルゴールド
OS ※1 Windows 10 Home 64bit

CPU

CPU名 インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー

動作周波数 1.2GHz（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3.2GHz）

1.00GHz（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2.6GHz）

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 4MB

メインメモリ
標準 ※2 8GB 4GB
仕様 LPDDR3-1866

表示機能

液晶ディスプレイ 12.6型ワイドTFTカラータッチスクリーン液晶
表面仕様 グレア
解像度 2,880×1,920ドット（WQ+）
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 615（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3,840×2,160ドット 

記憶装置 タブレット SSD ※5 256GB（SATA3接続） 128GB（SATA3接続）

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 クアッドスピーカー内蔵（2W×4）
マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ 491万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）、1,297万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）
センサ 指紋認証、ジャイロスコープ、加速度センサ、磁気センサ

通信機能
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.2

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）

キーボード 
カバー

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

USBポート Thunderbolt（Type-C）※7×1
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 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 ※8

タブレット 約5.5時間 約5.1時間
タブレット + キーボードカバー 約4.6時間 約4.3時間

バッテリー 
充電時間

タブレット 約2.6時間 約2.4時間
タブレット + キーボードカバー 約2.6時間 約2.5時間

消費電力 最大約45W
エネルギー消費効率（2011年度基準） N区分 0.021（AAA） N区分 0.023（AAA）

サイズ 
（突起部除く）

タブレット 幅303mm×奥行き202mm×高さ6.9mm
タブレット + キーボードカバー 幅303mm×奥行き210mm×高さ17mm

質量
タブレット 約695g
タブレット + キーボードカバー 約1235g

保証期間
本体（タブレットおよびキーボードカバー）：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 ※9

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 0889349763995 0889349763971

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/
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