
ASUS PC 製品 2017 年 12 月発表 冬春モデル概要 

 

■ASUS ZenBook 14 UX430UA 

研ぎ澄まされた美の結晶 

  

 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

ZenBook 14 

UX430UA 
14 型 

UX430UA-8250S 

(ロイヤルブルー) 
1 月下旬以降 

オープン価格 

(希望小売価格：139,800 円

(税別)) 

 

＜ASUS ZenBook 14 UX430UA の主な特長＞ 

・コンパクトなのに大画面 

液晶を囲むベゼル部分を極限まで狭くした超狭額ベゼルを採用し、従来の 13 型液晶搭載ノート PC と同程度の

本体サイズでありながら、14 型の大画面を実現しました。上下左右 170°の広視野角で、どこからでも同じ色合い

で美しい画面表示をお楽しみいただけます。

 

・クリスタルのような美しさと強靭なボディ 

クリスタルのような美しい天板のスピン模様は、髪の毛の太さの約 10 万分の 1 しかない、わずか 1nm の微細 

加工によって実現しています。さらに、約 1.27kg の軽さと 15.9mm の薄さしかない小さなボディでありながら、高い

耐久性も併せ持っています。 

 

 

 

・その美しさに負けないパフォーマンス 

搭載する第 8 世代のインテル® Core™ i5-8250U プロセッサーは、U シリーズ初の 4 コア/8 スレッド CPU で、マ

ルチスレッド処理も快適にこなします。メモリは余裕のある 8GB、記憶装置には高速な SSD を 256GB 搭載していま

す。 

 

・外出先でも安心のバッテリーと指紋センサ 

省電力設計によって、約 9.4 時間の長時間駆動バッテリーを実現。リチウムポリマーバッテリーの採用により、長く快適

に使用できます。さらに、タッチパッドには「Windows Hello」に対応した指紋センサを搭載。指をかざすだけで、外出

先でも安全かつスマートにログインできます。 

 

・3 画面出力にも対応する、充実のインターフェース 



4K の映像出力をサポートする USB3.1(Type-C/Gen1)×1 に、microHDMI を搭載し本体の画面と合わせ 3

画面出力に対応します。その他フルサイズの USB3.0x1、USB2.0x1 と計 3 つの USB ポートを搭載しモバイル PC

ながら拡張性も損ないません。 

 

■ASUS ZenBook 13 UX331UN 

美しさと性能のハーモニー。モバイルをもっとスマートに。 

 

 

 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

ZenBook 13 

UX331UN 
13.3 型 

UX331UN-8250B 

(ロイヤルブルー) 12 月 15 日

(金) 

オープン価格 

UX331UN-8250G 

(グレーメタル) 
(希望小売価格：119,800 円(税別)) 

 

＜ASUS ZenBook 13 UX331UN の主な特長＞ 

・驚異のスタミナと薄型軽量ボディ 

高級感と機能性を両立しながら、極限まで薄型軽量化を実現。わずか 13.9mm の薄さと約 1.14kg の軽さながら

も、約 14.4 時間の驚異の長時間駆動バッテリーを搭載しています。これだけ薄型軽量でも、豊富な USB ポートや 

画面出力端子などは余さず搭載しています。 

 

・高性能なグラフィックス機能を搭載 

スリムなノート PC でありながら、グラフィックス機能には最新世代の NVIDIA® GeForce® MX150 を搭載し、優

れた 3D グラフィックス性能を提供します。CPU にも、8 スレッド処理に対応する最新世代の第 8 世代 インテル® 

Core™ i5-8250U プロセッサーを搭載しており、従来のモバイル CPU では考えられない同時演算性能を実現して

います。 

 

・狭額ベゼルで見やすい大画面 

液晶ディスプレイを囲むベゼル部分は、左右の幅が約 10mm、上部の幅が約 15mm しかありません。この狭額ベゼ

ルの採用により、コンパクト化に成功した 13.3 型液晶のノートパソコンは、より迫力ある画面を表示することができま

す。 

 

・速さと快適さにこだわった基本性能 



メモリは、大容量の 8GB を搭載し、複数のアプリケーションを同時に使用しても快適に動作します。ストレージには、

高速な SSD を 256GB 搭載しているので写真やデータなどもたくさん保存できます。また、パームレストには

「Windows Hello」に対応した指紋センサを搭載。指をかざすだけで、外出先でも安全かつスマートにログインできま

す。 

 

 

■ASUS TransBook Mini T103HAF  

タブレットで気軽に。ペンと一緒にスマートに。 

キーボードを脱着できる 10.1 型マルチスタイル PC 

 

 

 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

TransBook Mini 

T103HAF 
10.1 型 

T103HAF-8350 

(スレートグレー) 

12 月 15 日

(金) 

オープン価格 

(希望小売価格：54,800 円(税別)) 

 

＜ASUS TransBook Mini T103HAF の主な特長＞ 

・ASUS Pen とキーボードカバーで直感的な入力機能 

1,024 段階の筆圧検知に対応する ASUS Pen が付属しているので、自然な書き味で思い通りにペン入力が行え

ます。また、液晶画面のカバーを兼ねるスリムなキーボードカバーも付属。スリムながら、1.5 ㎜のキーストロークを確保

し、文章入力も快適です。さらに ASUS Pen を取り付けるフックも装備しており、持ち運びに便利です。 

 

・気軽に持ち運べる軽さと薄さ 

モバイル性と使いやすさを両立した 10.1 型液晶を搭載する本体は、キーボードカバーを付けた状態でも 1kg を切

る、わずか約 870g しかありません。薄さも 15.7mm に抑えており、気軽に、そしてスマートに持ち運ぶことができま

す。コンパクトなモバイルノート PC として、キーボードカバーを外して便利なタブレットとして、2-in-1 ならではの魅力を

余すことなく活用できます。 

 

・最大 170°まで寝かせられるキックスタンド 

液晶画面を立てるときに使う背面のキックスタンドは、閉じた状態から開いた状態までシームレスに調節でき、最大で

170°に画面を寝かせることができます。どのような場所でも、どんな使い方にも対応可能です。 

 

・コンパクトでも充実の接続性 



薄型コンパクトでもインターフェースに妥協はありません。拡張性に優れる USB3.0 ポートに加えて、便利な

microUSB ポートも搭載しました。microHDMI 端子で画面出力も行え、microSD メモリーカードスロットも備えて

います。 

 

・10 点マルチタッチ対応で快適なタッチ操作 

液晶ディスプレイには、10 か所を同時に触ってもすべてのタッチを認識できる、10 点マルチタッチ・タッチスクリーンを搭

載。さまざまなアプリケーションで快適な操作が可能です。 

 

・バッテリー残量を気にせず使える長時間駆動 

CPU には、高性能かつ省電力なクアッドコア CPU のインテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサーを搭載。さらに、

徹底した省電力設計によって、約 14.6 時間の長時間駆動を実現しています。充電は microUSB ポートで行うの

で、モバイルバッテリーからも充電できます。 

 

・どこからでも Office ドキュメントにアクセス 

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しています。どこにいてもワード、エクセル、

パワーポイントのドキュメントにアクセスして、表示や編集ができるので、外出先での生産性が向上します。 

 

■ASUS TransBook T101HA 

スリムで軽いモバイルパートナー 

キーボードを脱着できる 10.1 型マルチスタイル PC 

 

    

 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

TransBook 

T101HA 
10.1 型 

T101HA-G128 

(グレーシアグレー) 12 月 9 日

(土) 

オープン価格 

T101HA-G64S 

(グレーシアグレー) 
(希望小売価格：45,800 円(税別)) 

 

＜ASUS TransBook T101HA の主な特長＞ 

・マルチに使える脱着式ノート PC 



脱着式のキーボードで、ノート PC の使い方がさらに広がります。キーボードのヒンジはリバーシブル仕様なので、画面の

角度は自由自在。ノート PC スタイル、タブレットスタイル、スタンドスタイル、テントスタイルと 4 つのスタイルに変形し、

日常のあらゆるシーンで活用できます。 

 

・洗練されたデザイン 

ボディ表面は上品なつや消し加工。堅牢なメタル素材を採用した天板は、質感高い仕上がりです。パーム 

レストには独自のハニカムパターンをプリント。あらゆる場面に調和するメタルグレーに施されたさりげない変化が、ひと味

違う所有感を演出します。 

 

・スリムで軽い、モバイルパートナー 

薄さ 9mm、質量約 580g のタブレットは、どこにでも楽々と持ち運べます。キーボード装着時でもバッグの中にすっきり

と収まり、スマートに持ち運びができます。時にはタブレットだけで、時にはキーボードも一緒に。通勤や通学に、出張や

旅行に。あなたのパートナーとして連れ出してください。 

 

・精細で鮮明な画面を映し出す画像処理技術 

A SUS 独自の技術「A SUS Tru2Life Video」により、液晶の表示内容を 1 フレーム単位ですべて解析し、独自

の最適化を加えることで細部までくっきりとした精細な表示を実現します。また、「ASUS TruVivid」技術により、高い

光透過性による鮮明な表示と、繊細なタッチ操作が可能になります。 

 

・どこからでも Office ドキュメントにアクセス 

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。どこにいてもドキュメントにアクセスして表

示や編集ができるので、外出先での生産性が向上します。さらに、1 年間無料で使える「Office 365 サービス」も付

属しており、1TB 利用可能な Onedrive や、毎月 60 分無料通話ができる Skype などが利用できます。 

 

・標準サイズの USB を搭載で、タブレットをさらに活用 

タブレット側には microUSB、microSD メモリーカードリーダーに加えて、標準サイズの USB ポートも搭載。大画面

TV にフル HD 解像度で出力できる microHDMI 端子を装備しています。 

 

■ASUS VivoBook Flip 14 TP401NA 

4 つのスタイルが、自分スタイルに。 

画面が 360°回転する新発想のノート PC 

 

  



 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

VivoBook Flip 14 

TP401NA 
14 型 

TP401NA-3350 

(ライトグレー) 

12 月中旬

以降 

オープン価格 

(希望小売価格：49,800 円(税別)) 

 

＜ASUS VivoBook Flip 14 TP401NA の主な特長＞ 

・さまざまなシーンで活躍する 4 つのスタイル 

360 度回転するタッチ対応ディスプレイが、ノート PC の使い方をさらに広げます。文書作成もらくらくの「ノート PC スタ

イル」、手に持ちやすい「タブレットスタイル」、画面を簡単に共有できる「スタンドスタイル」、狭い机などでも閲覧できる

「テントスタイル」。4 つのスタイルに自在に変形し、日常のあらゆるシーンで活用できます。ノートパソコンスタイルから他

のスタイルへ変形させる際には、190°以上の開閉でキーボードとタッチパッドが自動的にロックされ、スクリーンの自動回

転機能が ON になります。 

 

・美しく頑丈なボディ 

360 度回転する天板には、20,000 回以上の開閉テストをクリアした堅牢なヒンジを搭載しました。本体の美しさは、

見た目だけでなく、頑丈で機能的な美しさにも表れています。 

 

・気軽に使える薄さと軽さ 

回転する特殊なヒンジを使用しながらも、本体は 15.4mm の薄さと、約 1.5kg の軽さを実現しています。手に持つ

ことも、持ち歩くのも苦にならないので、場所を選ばず、気軽に使用できます。 

 

・臨場感あふれるサウンド 

ASUS 独自のオーディオテクノロジー「ASUS SonicMaster」により、原音に限りなく近い高音質を実現。深みのある 

上質なサウンドを楽しめます。 

 

・小さなサイズに大きな性能 

左右のベゼル幅が約 9mm しかない狭額ベゼルを採用することで、コンパクトな本体サイズでありながら、14 型の大

画面液晶の搭載を可能にしました。大きな画面で見やすく、さまざまな作業を快適に行えます。CPU には、省電力 

な「インテル® Celeron® プロセッサー N3350」を搭載し、十分な性能と約 7.6 時間のバッテリー駆動時間を実

現しました。 

 

・充実の接続性と拡張性 

小さなボディに、充実したインターフェースを搭載。USB ポートは、上下の方向に関係なく挿すことができる Type-C

形状の USB 3.1（Type-C/Gen1）と、microUSB ポートを搭載しています。テレビやプロジェクターに画面出力 

を行える microHDMI ポートや、データのコピーに便利な SD メモリーカードスロットも搭載しているので、様々なシーン

で対応できます。 

 



■ASUS Zen AiO ZN270IEUK 

日常を刺激する、デザインとパワー。 

ビジネスとプライベートを両立する省スペース液晶一体型 PC  

 

 

 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

Zen AiO 

ZN270IEUK 
27 型 

ZN270IEUK-

7400THAB 

(グレー) 

12 月 15 日

(金) 

オープン価格 

(希望小売価格：144,800 円(税別)) 

 

＜ASUS Zen AiO ZN270IEUK の主な特長＞ 

・インテリアとしても違和感なく部屋に馴染む、スリムで置き場所を選ばないデザイン。 

「Zen」シリーズに共通する、シンプルでありながら、見るものを魅了する高いデザイン性を踏襲し、背面はシンプルなシ

ルバーのデザインに、前面下部には「Zen」シリーズ特有のスピン加工を施し、洗練された大人のインテリアのように書斎

やリビングなどお気に入りの場所を演出します。「人」という漢字からインスパイアされたシームレスなスタンドは、奥行き

約 23.5ｃｍとスリムで置き場所を選びません。 

 

・ホームエンターテイメントを楽しめる独自機能とパフォーマンス 

フル HD の高精細な画面と、4 基合計 12W のオーディオスピーカーに ASUS 独自の高音質サウンドシステムを搭載

し、贅沢なホームエンターテインメントが手軽に楽しめます。CPU にはインテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載し、多

くの作業をスマートにこなします。 

 

・充実した拡張性 

有線接続のほか、高速な IEEE802.11ac に対応する無線 LAN 機能を搭載しています。高速な通信速度が必

要な高精細な動画の再生もストレスなく行えます。入力と出力それぞれの HDMI ポートに、USB3.0ｘ４、

USB2.0ｘ２と、様々な外部接続デバイスからストレスなくデータ転送を実行できます。 

 

■ASUS Zen AiO ZN242IFGK 

真に迫る美しさを映し出す。 



スリムでスタイリッシュなフレームレス液晶一体型 PC 

 

 

 

製品名 ディスプレイ 型番（カラー） 発売予定日 価格 

Zen AiO 

ZN242IFGK 
23.8 型 

ZN242IFGK-

I51050 

(ブラック) 

12 月 15 日

(金) 

オープン価格 

(希望小売価格：124,800 円(税別)) 

 

＜ASUS Zen AiO ZN242IFGK の主な特長＞ 

・わずか 7mm、超狭額ベゼルのフレームレスディスプレイ 

ノングレアで映り込みが少なく、目にも優しいブルーライトカット機能搭載の 23.8 型フル HD 液晶は、左右７ｍｍの

ベゼル幅で没入感と迫力ある映像を映し出します。上下左右 178°の広視野角で、どこからでも同じ色合いで美しい

画面表示をお楽しみいただけます。 

 

・スリムな筐体に高いパフォーマンスを実現 

CPU には動作周波数最大 3.5GHz のインテル® Core™ i5 プロセッサー、メインメモリは 8GB を搭載。さらに、ゲ

ーミング PC に匹敵するグラフィックス機能の NVIDIA® GeForce® 1050 を搭載し、4GB の専用ビデオメモリが、

驚異的なパワーを発揮します。 

 

・高速な起動と保存容量を両立するストレージ構成 

ストレージには OS の高速な起動をサポートする 128GB の SSD と、豊富なデータ保存領域を確保する大容量１

TB の HDD を採用しました。速さを損なわず、大量の写真や動画などのデータ保存も行える容量との両立を実現し

ています。 

 

・クリアな収音を実現するアレイマイク 

動画配信や Cortana の利用などに、単一マイクに比べてより鮮明でクリアに収音できるアレイマイクを搭載していま

す。エコー除去、ノイズサプレッション、指向性録音機能をサポートし、周りの話し声や生活音といった周囲が騒がしい

状態でも複数マイクで音を加算することでノイズ音を除去することができます。 


