
2017.3ASUS TransBook™  T304UA 製品カタログ

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、2016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※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/

※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-9-20170325登録商標および商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

インテル® Core™ プロセッサー0800-123-2787ASUSコールセンターお問い合わせ先 

インテル® Core™ プロセッサー

ASUS TransBook™ T304UA 製品仕様
シリーズ名 ASUS TransBook™ シリーズ
製品名 T304UA
型番 T304UA-7500S T304UA-72512S T304UA-7200 T304UA-7100
本体カラー グレー

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 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 2.7GHz（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3.5GHz） 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 4MB インテル® スマート・キャッシュ 3MB
OS ※1 Windows 10 Home 64bit

メインメモリ
標準 ※2 16GB 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IPS液晶
表面仕様 グレア
解像度 2,160×1,440ドット（WU+）
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 620（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 512GB 256GB 128GB

サウンド機能
スピーカー ステレオスピーカー内蔵（2W×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）、768万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）
センサ 指紋認証、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）

キーボード
カバー

キーボード 87キー日本語キーボード（イルミネートキーボード） 87キー日本語キーボード（ソフトキーボード）
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 HDMI×1
USBポート USB3.1（Type-C）※7 ×1、USB3.0×1
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 ※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8.0時間 約8.4時間 計測中
タブレット + キーボードカバー 約7.9時間 約8.0時間 計測中

バッテリー 
充電時間

タブレット 約2.2時間 約2.1時間 計測中
タブレット + キーボードカバー 約2.2時間 約2.3時間 計測中

消費電力 最大約45W
エネルギー消費効率（2011年度基準） M区分 0.011（AAA） N区分 0.012（AAA） 計測中

サイズ 
（突起部除く）

タブレット 幅298.8mm×奥行き210.1mm×高さ8.85mm
タブレット + キーボードカバー 幅299.14mm×奥行き221.69mm×高さ13.85mm 幅299.1mm×奥行き222.9mm×高さ13.85mm

質量
タブレット 約830g
タブレット + キーボードカバー 約1170g 約1184g

保証期間 本体（タブレットおよびモバイルドッグ）：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 ※10

ビジネス統合アプリ Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス ー
主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS Pen
JANコード 0889349688854 0889349688861 0889349688878 0889349688908

※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/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. 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. 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。 ● このカタ
ログの内容は、2017年3月現在のものです。

エイスース トランスブック

機動性×実用性×可能性
3つのプレミアムを極めた2- in -1

キーボードカバー
ASUS Pen
標準付属

インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー・Office Premium搭載モデル
インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー・Office Premium搭載モデル
インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー搭載モデル
インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー搭載モデル

［ T304UA-7500S ］
［ T304UA-72512S ］
［ T304UA-7200 ］
［ T304UA-7100 ］

用途で選べる4モデル

T304UA-7500S
T304UA-72512S
T304UA-7200

T304UA-7100

付属アクセサリー 別売り純正アクセサリー

ASUS ユニバーサル ドック

□ 型番：90NB0DH1-P00150
□ プラグ：USB（Type-C）
□ 対応製品名：
UX390、T303UA、T304UA
□ JANコード：0889349493885

キーボードカバー ＆ ASUS Pen
イルミネート 
キーボードカバー ＆  
ASUS Pen
□ 対象製品： 
T304UA-7500S、 
T304UA-72512S、 
T304UA-7200

ソフトキーボードカバー 
（ペンホルダー付き）＆

ASUS Pen
□ 対象製品： 
T304UA-7100



バッテリー
インジケータ

電源ジャック

心に響くステレオサウンド
モバイルサイズにも関わらず音にもこだわり、2W＋2Wのステレオスピーカーを搭載
しました。世界的に有名なオーディオブランドであるHarman Kardonの技術を使用
した、ASUSオリジナルのASUS SonicMaster Premium技術により、クリアで聞き
取りやすく、豊かでパワフルかつ臨場感のあるサウンドを鳴らします。

harman/kardon by HARMAN 

圧倒的に美しいNTSC比72％の2K液晶
液晶には、どこから見ても美しく見える、視野角縦横178°の広視野角IPS液晶を 
採用。12.6型の画面に映し出される2K（2,160×1,440ドット）解像度、さらにNTSC
比72％の色域と約1,670万色の表示色により、圧倒的な精細さと鮮やかな色表現が
可能になります。

2,160 1,440
［ 2K display ］

72%
［ NTSC比 ］

178°
［ 広視野角 ］

モビリティとパフォーマンスを両立
用途に合わせてインテル® Core™ iプロセッサー3種類をご用意。2-in-1とは思えない 
ハイパワーを実現するインテル® Core™ i7搭載モデル、何でもサクサクこなすインテル®  
Core™ i5搭載モデル、日常の作業を快適にこなせるインテル® Core™ i3搭載モデル。
どれを選んでも、あなたのデジタルライフにワンランク上の快適さを提供します。 ［ インテル® Core™ i7 ］［ インテル® Core™ i5 ］［ インテル® Core™ i3 ］

型 番 T304UA-7500S T304UA-72512S T304UA-7200 T304UA-7100

CPU インテル® Core™ i7-7500U  
プロセッサー 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

記憶容量（SSD） 512GB 256GB 128GB

メインメモリ 16GB 8GB 4GB

ビジネス統合アプリ Microsoft Office Home & Business Premium
プラス Office 365 サービス ー

キーボードカバー 標準付属（イルミネートキーボードカバー） 標準付属（ペンホルダー付き
ソフトキーボードカバー）

ASUS Pen 標準付属

圧倒的な性能の 
プレミアムモデル

ビジネスにすぐに使える 
即戦力モデル

何でもこなせる
オールマイティモデル

気軽に使える 
スタンダードモデル

インテル® Core™ プロセッサー

0800-123-2787
ASUSコールセンターお問い合わせ先 

最大170°まで寝かせられる無段階スタンド
背面のスタンドを本体からスッと引き出すだけで、いつでもどこででも瞬時に本体を自
立させることができます。スタンドは無段階で自在に角度を調節でき、ペン入力に最
適な170°まで本体を寝かすことが可能です。ペン入力をするときもプレゼンをすると
きも、使用シーンに合わせた最適な角度で使えます。

170°最
大

［ 画面角度 ］

155°最
大

［ スタンド角度 ］

harman/kardon by HARMAN 

バックライト付きで見やすいフルサイズキーボード
脱着式のキーボードカバーには、キーピッチ19.24mmの妥協のないフルサイズキー
ボードを搭載。1.4mmの深いキーストロークでしっかりとした打鍵感も確保し、長文
を入力しても疲れにくく、キーの打ち間違いも起こりづらくなっています。キートップが
光るので暗い場所でもキーの確認が可能です。

指紋認証でスムーズに 
素早くログイン
Windows Helloに対応する指紋センサー
を搭載しており、Windows 10へのログイ
ンが簡単です。指紋センサーは電源ボタンに
搭載しているため、スリープの復帰から指紋
認証まで、簡単に行えます。たとえ人混みで
もパスワードを見られることなくログインで
きます。

キーストローク

ペン入力にWebカメラ、 
直感的な入力機能
1,024段 階の筆 圧を感 知できるA SUS 
Penを付属しているので、自然な書き味で
思い通りにペン入力を行えます。前面には
約192万画素、背面にはオートフォーカス
に対応するフルHDでの動画撮影が可能
な約768万画素のWebカメラを搭載し、
いつでも目の前の光景を記録できます。
ASUS Penを使えば撮った写真にメモ書
きすることも可能です。

768 万
画素

ボリュームボタン

microSDメモリー
カードリーダー

電源ボタン
（指紋認証ログイン兼用）

オーディオ
コンボジャック

用途で選べる4モデル

軽くて堅牢なマグネシウム合金のボディ
金属でありながら圧倒的な軽さを誇るマグネシウム合金を使用することで、タブ
レット単体で約830gの驚異的な軽さと、高い堅牢性を実現。しかも、薄さはわずか
8.85mm*。表面は傷が付きにくく、マグネシウム合金ならではの上質な手触りと質感
をいつまでも変わらず楽しめます。
＊タブレット単体の場合。 8.85mm

薄
　
さ

軽
さ
約830g

機動性×実用性×可能性
3つのプレミアムを極めた2- in -1

エイスース トランスブック

タブレットとノートPCを両立した2-in-1 PC

※ T304UA-7100はバックライトの付かないソフトキーボードカバーとなります。

※ ペンホルダーはT304UA-7100のソフトキーボードカバーにのみ付属します。




