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極限まで薄く、そして美しく
脱着式モバイルノートPCの進化系

搭載モデル

仕事もプライベートも
両立できる

どこでも持ち運べる
頑丈なボディ

［ Corning® Concore® Glass ］

持ち運びしやすい
軽量ボディ

※ キーボード装着時は薄さ13.2mm、軽さ約1.08kg

7.2mm 570g
（タブレットのみ）

外出先でも余裕の
長時間バッテリー

バッテリー駆動時間
約8.2時間

8.2時
間

※ 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。

［ 10.1型脱着式モバイルノートPC ］



製品名 ASUS TransBook™ T100Chi
型番 T100CHI-Z3795
本体カラー ダークブルー
OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU
CPU名 インテル® Atom™ プロセッサー Z3795
動作周波数 1.59GHz（インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.39GHｚ）
キャッシュメモリ 2MB

メインメモリ
標準 ※2 4GB
仕様 LPDDR3-1066

表示機能

液晶ディスプレイ 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 
表面仕様 グレア
解像度 1,920×1,200ドット（WUXGA）
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（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（1W×2）
マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ インカメラ：200万画素Webカメラ内蔵
アウトカメラ：500万画素Webカメラ内蔵（オートフォーカス対応）

センサー 加速度センサ、ジャイロスコープ、磁気センサ、アンビエントライトセンサ

通信機能
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

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 microUSB3.0×1、microUSB×1
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 ※7 マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1

キーボードドック USBポート ※8 microUSB×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）

キーボードドック ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（1セル）

バッテリー駆動時間 ※9 ※10 約8.2時間

バッテリー充電時間 ※11 約3.8時間
消費電力 最大約18W
エネルギー消費効率（2011年度基準） S区分 0.047（AA）

サイズ 
（突起部除く）

タブレット 幅265mm×奥行き174.5mm×高さ7.2mm
タブレット + キーボードドック 幅265mm×奥行き174.5mm×高さ13.2mm

質量
タブレット 約570g
タブレット + キーボードドック 約1.08kg

保証期間
本体（タブレットおよびキーボードドック）：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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※12

ビジネス統合アプリ Microsoft Office Mobile

主な付属アプリ

ASUS Live Update（パソコン自動更新アプリ）
ASUS Splendid（画質調整アプリ）

i-フィルター® 30日間無料体験版（有害サイトフィルタリングアプリ）
WinFlash（BIOS更新用アプリ）

主な付属品 USB ACアダプターセット ※13、製品マニュアル、製品保証書
JANコード 0889349388150

※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. IEEE802.11a/n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. 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。 ※8. 充電専用のポートです。 ※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. キーボードドックの駆動時間は約40時間です。 ※11. キーボードドックの充電時間は約3時間 
です。 ※12. 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。 ※13. 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、2016年5月現在のものです。 

ASUS TransBook™ T100CHI-Z3795製品仕様

Office Mobileで文書作成も表計算も
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。従来のOfficeファイルをそのまま
使えるだけでなく、Office文書や表計算、プレゼン資料 
などの閲覧や作成、編集が可能です。

ワード、エクセル、
パワーポイント

その美しさは、見る者の感性を刺激する。

エレガントなデザインと上質の手触り。極限まで削ぎ落されたスリムボディ。

ダイヤモンドカットの光り輝くエッジ。

あるときはノートパソコン。あるときはタブレット。

シーンに応じて二つの形に変化してあなたをどんなときもサポートします。

200万
画
素

前
面 500万

画
素

背
面

両面カメラで、写真や動画の撮影も快適
200万画素の前面Webカメラに加え、背面にはオートフォーカスに対応する
高画質な500万画素のWebカメラを搭載。写真撮影はもちろんフルHD動画
の撮影も可能です。

どこでも持ち運べる頑丈なボディ
頑丈なアルミニウム合金を天板に使用すること
で、驚く薄さでありながら優れた堅牢性を実現し
ます。また、画面にはサファイア並の硬さを誇る
特殊ガラスを使用しているため、高いモビリティ
性を誇り、場所に縛られず、作業ができます。 ［ Corning® Concore® Glass ］

7.2mm 570g
※ タブレットのみ

持ち運びやすい軽量ボディ&長時間バッテリー
目指したのはバッグに入れていることを忘れてしまうほどの薄さと軽さ。バッ
グから取り出すとき、誰もがその薄さに見入ってしまうことでしょう。さらに
最長約8.2時間のバッテリー駆動時間を実現。一度のフル充電で、一日中
作業を行うことが出来ます。

※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。

ASUSの安心サポート

お問い合わせ先

NB-9-20160520

ASUSについて
ASUSは、2014年のグローバルコンシューマー向けノートパソコン市場においてシェア第3位※1の総合エレクトロニクス
メーカーです。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しており、2014年には4,326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※2を達成しています。　
※1. IDCデータをもとにした自社調べ。 ※2.「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

8.2時
間


