
法人・企業様向け ASUSPRO D320SFシリーズカタログ 2016.9

法人・企業様向け製品シリーズ

堅実な性能で幅広い業務を支える
使用用途に合わせて選べる2モデル 日本国内標準保守

用途に合わせて選べるCPU

or

日常作業も快適

インテル® Celeron® 

プロセッサー G3900

パワフルに使える

インテル® Core™  
i5-6400 プロセッサー

D320SF-I56400009C
D320SF-0G3900003C

ビジネス特化機能満載

※ 液晶ディスプレイは別売りとなります。

幅広い業務を支える
豊富なインターフェース

正面：USB3.0×2
背面：USB3.0×2、USB2.0×2

USB×合計6ポート

HDMI / D-sub15ピン

96mm

コンパクトボディ
96mm

幅
わ
ず
か



ASUSコールセンター（法人専用回線）

受付時間：平日／9:00〜18:00（祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く）
0570-783-230 通話料はお客様負担

commercial_asusjp@asus.comE-mail http://www.asus.com/jp/URL

導入前・導入後のお問い合わせ

※1. プリインストールされているOS、付属するOS以外はサポート対象外となります。 ※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PC
パーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様が異なります。 ※3. メモリや機器の増設や交換による問題についてはサポートの対象外
となりますので、あらかじめご了承ください。尚、修理等をご依頼される場合は、工場出荷時の状態にメモリや機器を戻していただく必要があり
ます。 ※4. 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。 ※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. 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. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万
メガ演算以上のため対象外となります。

● 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。 ● このスペック表の内容は、2016年9月現在のものです。

ASUSPRO D320SF 製品仕様
シリーズ名 ASUSPROシリーズ

製品名 D320SF

型番 D320SF-I56400009C D320SF-0G3900003C

本体カラー ブラック

OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ 
i5-6400プロセッサー

インテル® Celeron® 
プロセッサー G3900

動作周波数 
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3.3GHz）

2.8GHz

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 
6MB

インテル® スマート・キャッシュ 
2MB

チップセット ※2 H110

メインメモリ
標準 ※3 4GB

仕様 DDR4-2133

表示機能
グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス 530 

（CPU内蔵）
インテル® HD グラフィックス 510 

（CPU内蔵）

ビデオメモリ ※4 メインメモリと共有

記憶装置 HDD ※5 500GB

光学ドライブ

ドライブの種類 DVDスーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）

読み出し速度

CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、 
DVD-ROM最大8倍速、DVD-R最大8倍速（2層：最大8倍速）、 
DVD-RW最大8倍速、DVD+R最大8倍速（2層：最大8倍速）、 

DVD+RW最大8倍速

書き込み速度
CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、 

DVD-R最大8倍速（2層：最大6倍速）、DVD-RW最大6倍速、 
DVD+R最大8倍速（2層：最大6倍速）、DVD+RW最大8倍速

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 −

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
キーボード 110キーUSB日本語キーボード

ポインティングデバイス USBマウス

インターフェース

外部ディスプレイ出力
（オンボード） D-Sub 15ピン×1、HDMI×1

USBポート 正面：USB3.0×2
背面：USB3.0×2、USB2.0×2

PS/2ポート −

カードリーダー SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、MMC、メモリースティック、 
メモリースティック Pro、xDカード

オーディオ入出力 正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1

拡張スロット ※3 PCI Express® x16 スロット×1（空きスロット×1）
Mini PCI Express® スロット×1（空きスロット×0）

ドライブベイ ※3 3.5"ドライブベイ×1（空きベイ×0） 
5.25"ドライブベイ×1（空きベイ×0）

電源容量 ACアダプター

消費電力 最大約81.9W 最大約60W

エネルギー消費効率（2011年度基準） − ※7 T区分 0.079（AA）

サイズ 幅96mm×奥行き282mm×高さ393mm

質量 約7Kg

保証期間 本体：購入日より36ヶ月間の日本国内保証

ビジネス統合アプリ −

主な付属品 USBキーボード、USBマウス、ACアダプター、製品保証書

JANコード 0889349457177 0889349457214
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幅わずか96mmで 
置き場所を選ばない
デスクトップPCと言っても本体の横幅はわずか96mm。
とってもスリム、かつコンパクトなので、机の上のちょっ
とした隙間にすっきりと置けて、設置場所に困ることは
もうありません。6インチのスマートフォンとほぼ同じ
横幅です。

※  スマートフォンの写真は弊
社製品のZenFone™ 2 
Laser（ZE601KL）で、横幅
は84mmとなります。

96mm

84mm

用途に合わせて選べるCPU
重い負荷のかかる作業時にはインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0で
さらに快適にこなせるパワフルなインテル® Core™ i5-6400 プロセッサー
搭載モデルと、日常作業がストレスなく動かせるデュアルコア、インテル® 

Celeron® プロセッサー G3900搭載モデルの2モデルをご用意しました。

インテル®Celeron® 

プロセッサー 
G3900

インテル®  
Core™ i5-6400 
プロセッサー

安心の3年間保証
ASUSPRO D320SFシリーズは、3年間 
日本国内標準保守が標準パッケージで、 
保守費用を抑えることができます。

日本国内標準保守

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のデジタルデバイスや、マザーボードをはじめとした、ビデオカードな
どパソコン向け高性能パーツを開発し、ワールドワイドに展開する総合エレクトロニクスメーカーです。2015年には4,368の賞を受賞しまし
た。日本においては、2015年にはSIMフリースマートフォン、Androidタブレット、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※1を達成しています。　※1.「BCNランキング」をもとにした自社調べ　

www.asus.com/jp/
NBO-9-20160819

幅広い業務を支える豊富なインターフェース
よく使う前面には2つのUSB3.0に加え、ヘッドホン出力やマイク入力、 
カードリーダーやDVDマルチドライブを配置し、背面には4つのUSB
ポート、HDMIやD-Sub 15ピン、有線LANを搭載しており、幅広い分野
の業務に使えます。

□ インターフェース

電源ボタン

USB2.0×2

USB3.0×2

HDMI×1

D-Sub 15ピン

有線LAN

DVDスーパー
マルチドライブ

6-in-1  
カードリーダー

ヘッドホン出力×1
マイク入力×1

USB3.0×2

ラインイン×1 
ラインアウト×1 
マイク入力×1


