
2017.11ASUS Vivo AiO™ V241ICUK-I5HAB / I37100U製品カタログ

幅超狭額ベゼル

文書作成も簡単 
ビジネス統合アプリ搭載

※搭載アプリはモデルによって異なります。

または

コントラスト比

鮮やかなビジュアル表現 迫力の高品位サウンド

細部まで鮮明に映し出す映像表現。
エンターテインメント体験がより豊かに

パワフルかつ臨場感のあるサウンド。
映像や音楽が存分に楽しめる

VISUAL SOUND

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

エンターテインメントをもっと贅沢に。
スリムでスタイリッシュな液晶一体型PC

エイスース ビボ エーアイオー

V241ICUK-I37100U
V241ICUK-I5HAB



お問い合わせ先

AIO-9-20171103

ASUS Vivo AiO™ V241ICUK-I5HAB / I37100U製品仕様
シリーズ名 Vivo AiO™シリーズ

製品名 V241ICUK

型番 V241ICUK-I5HAB V241ICUK-I37100U

本体カラー ブラック

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー

動作周波数 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） 2.4GHz

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 3MB

チップセット ー

メインメモリ
標準 ※2 8GB 4GB

仕様 DDR4-2133

表示機能

液晶ディスプレイ 23.8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 グラフィックス 620（CPU内蔵）

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

記憶装置 HDD ※4 1TB 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
（ASUS SonicMasterオーディオシステム搭載）

スピーカー ステレオスピーカー内蔵（3W×2）

マイク アレイマイク内蔵

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® 4.1

入力機能
キーボード 109キー日本語ワイヤレスキーボード

ポインティングデバイス ワイヤレスマウス

インターフェース

外部ディスプレイ出力 HDMI×1

USBポート USB3.0×4、USB2.0×1

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 ACアダプター

消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率（2011年度基準） T区分 0.044（AAA） T区分 0.027（AAA）

サイズ 幅540mm×奥行き48～165mm×高さ409mm

質量 約5.1kg

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 Microsoft Office Home and Business 
Premium プラス Office 365 サービス WPS Office ※6

主な付属品 ACアダプター、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、製品保証書

JANコード 0889349817797 0889349879719

※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. 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. 同梱の手順に従い、｢WPS Office ライセンスカード」に記載のシリアル番号を
入力してください。

● 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11月現在のものです。 

3W×2のステレオスピーカーに191ccの大容量チャンバー搭載。臨場感あふ
れるリアルなサウンドが堪 能できます。革 新 的なサウンドシステム「A SUS 
SonicMaster」と5つのサウンドモードから直感的に選べる「AudioWizard」に
より、映画や音楽、ゲームなどの楽しみ方が大きく変わります。

3W 2

迫力の高品位サウンドSOUND

178°の広視野角液晶とフルHD（1,920×1,080ドット）の高解像度パネルを採用。 
大 好きな映画やお気に入りの動 画サービスも真に迫る美しさで 映し出され、 
ワンランク上の映像体験をお届けします。

美しく、鮮やかなビジュアル表現VISUAL

コントラスト比 表示色

万色

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。

インターフェース

有線LAN

オーディオ
コンボジャック

電源ジャック

USB3.0×4
HDMI

アレイマイク カメラ カメラインジケーター

USB2.0
電源ボタン

ワイヤレスキーボード＆
ワイヤレスマウス付属
※ 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。

インテリアにもなる洗練されたデザインDESIGN
直線と曲線を絶妙に融合したその美しい造形は、 
どんな部屋にも違和感なく馴染みます。わずか7mm
の超狭額ベゼルのフレームレスディスプレイは、迫力
ある映像を映し出すことができ、没入感を堪能する
ことができます。また、スリムな本体の奥行きはわず
か約16.5cmなので、限られたスペースでの設置も
可能です。

奥行き

用途で選べる2モデルPERFORMANCE
生活スタイルに合わせて、2つのモデルからお選びいただけます。V241ICUK-
I5HABには、インテル® Core™ i5 プロセッサー、1TBのHDD、8GBのメモリを
搭載。あらゆる作業が快適です。V241ICUK-I37100Uには、インテル® Core™ 
i3 プロセッサーに500GBのHDD、4GBのメモリを搭載し、日常作業をスムーズ
にこなせます。

インテル®  
Core™ i5-7200U  
プロセッサー

インテル®  
Core™ i3-7100U  
プロセッサー

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/

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




