
ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE ASUS ZenBook Pro 15 UX580GD ASUS ZenBook Pro 15 UX550GD
UX580GE-8950 UX580GD-8750 UX550GD-8750

Windows 10 Home 64ビット

CPU名
インテル® Core™ i9-8950HK

プロセッサー

動作周波数
2.9GHz (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4.8GHz)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 12MB

標準 ※2
仕様
ディスプレイ
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

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti

(NVIDIA® Optimus™ Technology

対応)

ビデオメモリ ※3
外部ディスプレイ出力 ※4

記憶装置 SSD ※5 1TB (PCI Express 3.0 x4接続) 512GB (PCI Express 3.0 x4接続) 512GB (SATA3接続)
ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度

サウンド規格
スピーカー
マイク

LAN -
無線LAN
Bluetooth® 機能
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
外部ディスプレイ出力
USBポート
カードリーダー
オーディオ

約4.7時間 計測中 約7.4時間
約2.4時間 約2.4時間 約2.4時間

約1.86Kg

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証

書

※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いません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※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. 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. 有線LANでの接続の場合は、付属のUSBイーサネットアダプター(LANアダプター)をUSBポートへ接続してご利用ください。

※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。本機への給電はサポートしていません。

※8. 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。

※9. 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。

シリーズ名
製品名

ACアダプター、製品マニュアル、ScreenPadガイド、

製品保証書、USBイーサネットアダプター

マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) ※6

グレア

Windows 10 Pro 64ビット

3,840x2,160ドット (UHD)
搭載

約2.01Kg
サイズ (突起部除く)

主な付属品

質量

保証期間

ビジネス統合アプリ

バッテリー充電時間
消費電力
エネルギー消費効率 (2011年度基準)

センサ

チップセット

表示機能

光学ドライブ

サウンド機能

Webカメラ

入力機能

インター

フェース

電源
バッテリー駆動時間 ※8

通信機能

型番
本体カラー

OS ※1

CPU

メインメモリ

製品画像

本体：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
-

HDMI ×1
Thunderbolt 3.0 (Type-C) ※7 ×2、USB3.1 (Type-A/Gen2)×2

microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (8セル)

最大約150W

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (NVIDIA® Optimus™ Technology対

応)

4GB
最大3,840x2,160ドット

- ※9
幅365mm×奥行き242mm×高さ18.9mm

指紋認証
30万画素Webカメラ内蔵

アレイマイク内蔵
ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.1

92キー日本語キーボード　(イルミネートキーボード)

-

-

-

インテル® スマート・キャッシュ 9MB
モバイル インテル® HM370

16GB
DDR4-2400

15.6型ワイドTFTカラー液晶

ASUS ZenBook Pro シリーズ

ディープダイブブルー

インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー

2.2GHz (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4.1GHz)

ASUS Pen 対応

(別売り)

ScreenPad 搭載



ASUS ZenBook S　シリーズ
ASUS ZenBook S UX391UA

UX391UA-8550
ディープダイブブルー

Windows 10 Pro 64ビット

CPU名 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

動作周波数 1.8GHz (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4.0GHz)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB

標準 ※2 16GB

仕様 LPDDR3-2133

ディスプレイ 13.3型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 グレア

解像度 3,840×2,160ドット (UHD)

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 インテル® UHD 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 SSD ※5 1TB (PCI Express 3.0 x4接続)

ドライブの種類 -

読み出し速度 -

書き込み速度 -

サウンド規格 ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

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

92万画素Webカメラ内蔵

指紋認証

LAN -

無線LAN ※6 .

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1

キーボード 86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)

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）、マルチタッチ・タッチパッド

USBポート Thunderbolt 3 (Type-C) ※7×2、USB3.1(Type-C/Gen1) ※7×1

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

ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)

約11.2時間

約1.8時間

最大約65W

M区分 0.0042 (AAA)

幅311mm×奥行き213.75mm×高さ12.9mm

約1.08Kg

本体：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

-

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS ミニ ドック ※10、専用スリーブ

本体カラー

OS ※1

CPU

光学ドライブ

入力機能

製品画像

シリーズ名

インター

フェース

電源

メインメモリ

表示機能

製品名

サウンド機

能

Webカメラ

バッテリー駆動時間 ※9

通信機能

センサ

型番

※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いません。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. 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. データ転送と映像出力、本機への給電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. データ転送用のUSB3.0×1、映像出力用のHDMI×1、本機への充電用のType-C×1 を搭載しています。

質量

保証期間

ビジネス統合アプリ

バッテリー充電時間

主な付属品

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

サイズ (突起部除く)

消費電力

ASUS Pen 対応

(別売り)



シリーズ名

UX430UA-8250 UX430UN-8550

CPU名 インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー
インテル® Core™ i7-8550U

プロセッサー

動作周波数
1.6GHz (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3.4GHz)

1.8GHz (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4.0GHz)

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 8MB

標準 ※2 8GB 16GB

仕様

ディスプレイ

表面仕様

解像度

タッチパネル

グラフィックス機能 インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内蔵)
NVIDIA® GeForce® MX150 (NVIDIA®

Optimus™ Technology対応)

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有 2GB

外部ディスプレイ出力 ※4

記憶装置 SSD ※5 256GB (SATA3接続) 512GB (SATA3接続)

ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度

サウンド規格

スピーカー

マイク

LAN

無線LAN

Bluetooth® 機能

キーボード

ポインティングデバイス

外部ディスプレイ出力

USBポート

カードリーダー

オーディオ

約9.4時間 約7.9時間

約2.0時間 約2.0時間

最大約45W 最大約65W

N区分 0.008 (AAA) M区分 0.014 (AAA)

製品名
型番
本体カラー

製品画像

光学ドライブ

OS ※1

CPU

メインメモリ

表示機能

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

質量

サイズ (突起部除く)

バッテリー駆動時間 ※7

バッテリー充電時間

電源

Bluetooth® 4.1

消費電力

サウンド機

能

LPDDR3-2133

14.0型ワイドTFTカラー液晶

ノングレア

1,920×1,080ドット (フルHD)

非搭載

Webカメラ

センサ

通信機能

入力機能

インター

フェース

microHDMI (タイプD)×1

USB3.1(Type-C/Gen1) ※6 ×1、USB3.0×1、USB2.0×1

SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (3セル)

ASUS ZenBook シリーズ
ASUS ZenBook 14 UX430UA/UN

ロイヤルブルー

87キー日本語キーボード　(イルミネートキーボード)

マルチタッチ・タッチパッド

アレイマイク内蔵

92万画素Webカメラ内蔵

指紋認証

-

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Windows 10 Home 64ビット

-

最大3,840x2,160ドット

-

-

※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いません。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. 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. 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。

      本機への給電はサポートしておりません。

※7. 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。

幅324mm×奥行き225mm×高さ15.9mm

約1.27Kg

本体：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

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

ビジネス統合アプリ

主な付属品

-

保証期間



ASUS ZenBook Flip シリーズ

ASUS ZenBook Flip S UX370UA

UX370UA-8550

スモーキーグレー

Windows 10 Home 64ビット

CPU名 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

動作周波数 1.8GHz (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4.0GHz)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB

標準 ※2 16GB

仕様 LPDDR3-2133

ディスプレイ 13.3型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 グレア

解像度 1,920×1,080ドット (フルHD)

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 インテル® UHD 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 SSD ※5 512GB (SATA3接続)

サウンド規格 ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

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

30万画素Webカメラ内蔵

指紋認証

無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1

キーボード 86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)

USBポート USB3.1(Type-C/Gen1) ※7×2

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1

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)

約8.5時間

約2.9時間

最大約45W

Y区分 0.012 (AAA)

幅311.3mm×奥行き211.8mm×高さ10.9mm

約1.1kg

本体：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

-

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS ミニ ドック ※9、専用スリーブ

※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. 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. 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. データ転送と映像出力、本機への充電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. 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。

※9. データ転送用のUSB3.0×1、映像出力用のHDMI×1、本機への充電用のType-C×1 を搭載しています。

主な付属品

製品画像

サウンド機能

CPU

表示機能

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

ビジネス統合アプリ

サイズ (突起部除く)

質量

保証期間

シリーズ名

本体カラー

OS ※1

製品名

型番

メインメモリ

消費電力

入力機能

センサ

Webカメラ

バッテリー充電時間

バッテリー駆動時間 ※8

インターフェース

電源

通信機能

ASUS Pen 対応

(別売り)



ASUS ZenBook Flip シリーズ
ASUS ZenBook Flip 14 UX461UN

UX461UN-8250
アイシクルゴールド

Windows 10 Home 64ビット
CPU名 インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー

動作周波数 1.6GHz (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3.4GHz)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 6MB
標準 ※2 8GB
仕様 LPDDR3-2133
ディスプレイ 14.0型ワイドTFTカラー液晶
表面仕様 グレア
解像度 1,920×1,080ドット (フルHD)
タッチパネル 搭載
グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce® MX150 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
ビデオメモリ ※3 2GB
外部ディスプレイ出力 ※4 最大3,840×2,160ドット

記憶装置 SSD ※5 256GB (SATA3接続)
ドライブの種類 -

読み出し速度 -

書き込み速度 -

サウンド規格 ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
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

92万画素Webカメラ内蔵
指紋認証

LAN -
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1
キーボード 86キー日本語キーボード　(イルミネートキーボード)
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）、マルチタッチ・タッチパッド
外部ディスプレイ出力 HDMI ×1
USBポート USB3.1(Type-C/Gen1) ※6 ×1、USB3.0×2
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 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (3セル)
約8.2時間
約2.3時間
最大約65W

M区分 0.01 (AAA)
幅327mm×奥行き226.5mm×高さ14mm

約1.5Kg

本体：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

-
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※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いません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※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. 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. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※7. 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。

製品名
型番
本体カラー

OS ※1

CPU

通信機能

メインメモリ

表示機能

光学ドライブ

サウンド機

能

Webカメラ

消費電力

主な付属品

センサ

質量

保証期間

シリーズ名

ビジネス統合アプリ

バッテリー充電時間

入力機能

インター

フェース

電源
バッテリー駆動時間 ※7

エネルギー消費効率 (2011年度基準)
サイズ (突起部除く)

製品画像

ASUS Pen 対応

(別売り)



ASUS VivoBookシリーズ
ASUS VivoBook 15 X542UN

X542UN-8550
スターグレー

Windows 10 Home 64ビット
CPU名 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー
動作周波数 1.8GHz (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4.0GHz)
キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB
標準 ※2 16GB
仕様 DDR4-2400
液晶ディスプレイ 15.6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 NVIDIA® GeForce® MX150 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
ビデオメモリ ※3 4GB
外部ディスプレイ出力 ※4 最大3,840×2,160ドット
SSD ※5 256GB (SATA3)
HDD ※5 1TB
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-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速(2層：最大

8倍速)、DVD-ROM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 ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
マイク アナログマイク内蔵

30万画素Webカメラ内蔵
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1
キーボード 107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
外部ディスプレイ出力 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1
USBポート USB3.1(Type-C/Gen1) ※6×1、USB3.0×2、USB2.0×1
カードリーダー SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

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)
約3.1時間
約2.2時間
最大約65W

M区分 0.015 (AAA)
幅380mm×奥行き251mm×高さ23.2mm

約2.3Kg

本体：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

-
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※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いません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※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. OSはSSDに搭載されています。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. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしてません。

※7. 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。

インター

フェース

電源
バッテリー駆動時間 ※7

入力機能

バッテリー充電時間

主な付属品

エネルギー消費効率 (2011年度基準)
サイズ (突起部除く)
質量

保証期間

ビジネス統合アプリ

消費電力

シリーズ名
製品名

メインメモリ

表示機能

光学ドライブ

サウンド機

能

Webカメラ

記憶装置

型番
本体カラー

OS ※1

CPU

通信機能

製品画像



X542UA-8130G X542UA-8130R X542UA-8130W
スターグレー レッド ホワイト

CPU名
動作周波数
キャッシュメモリ
標準 ※2
仕様
液晶ディスプレイ
表面仕様
解像度
タッチパネル
グラフィックス機能
ビデオメモリ ※3
外部ディスプレイ出力 ※4
SSD ※5
HDD ※5
ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度

サウンド規格
スピーカー
マイク

LAN
無線LAN
Bluetooth® 機能
キーボード
ポインティングデバイス
外部ディスプレイ出力
USBポート
カードリーダー
オーディオ

マルチタッチ・タッチパッド
HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

アナログマイク内蔵

約5.3時間
約2.2時間

インテル® Core™ i3-8130U プロセッサー
2.2GHz (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3.4GHz)

インテル® スマート・キャッシュ 4MB

DDR4-2400

インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内蔵)

USB3.1(Type-C/Gen1) ※6×1、USB3.0×2、USB2.0×1
SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

30万画素Webカメラ内蔵
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.1

1TB

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)

ASUS VivoBook 15 X542UA

Windows 10 Home 64ビット

※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いません。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. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしてません。

※7. 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。

※8. 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。

4GB

15.6型ワイドTFTカラー液晶
ノングレア

1,920×1,080ドット (フルHD)
非搭載

メインメモリと共有
最大3,840×2,160ドット

107キー日本語キーボード

DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)

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

倍速)、DVD-ROM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

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

インター

フェース

電源

消費電力

バッテリー駆動時間 ※7

製品名
型番
本体カラー

OS ※1

CPU

入力機能

通信機能

メインメモリ

表示機能

光学ドライブ

サウンド機

能

Webカメラ

バッテリー充電時間

記憶装置

シリーズ名 ASUS VivoBookシリーズ

WPS Office ※8
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

最大約45W

幅380mm×奥行き251mm×高さ23.2mm
約2.3Kg

本体：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

M区分 0.023 (AAA)

主な付属品

エネルギー消費効率 (2011年度基準)
サイズ (突起部除く)
質量

保証期間

ビジネス統合アプリ

128GB

製品画像



ASUS VivoBook シリーズ
ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA

TP202NA-SN3350
スターグレー

Windows 10 S 64ビット
CPU名 インテル® Celeron® プロセッサー N3350

動作周波数 1.1GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.4GHz)

キャッシュメモリ 2MB
標準 ※2 4GB
仕様 DDR3L-1600
ディスプレイ 11.6型ワイドTFTカラー液晶
表面仕様 グレア
解像度 1,366×768ドット (WXGA)
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 500 (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 eMMC ※5 64GB
ドライブの種類 -

読み出し速度 -

書き込み速度 -

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 ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
マイク アレイマイク内蔵

30万画素Webカメラ内蔵
LAN -
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1
キーボード 84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、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
外部ディスプレイ出力 HDMI ×1
USBポート USB3.0×1、USB2.0×1
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 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

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)
約9.4時間
約3.2時間
最大約24W

S区分 0.15 (A)
幅280mm×奥行き200mm×高さ17.9mm

約1.27Kg
本体：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
-

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

製品画像

Webカメラ

消費電力
エネルギー消費効率 (2011年度基準)

※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いません。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. 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. 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。

サイズ (突起部除く)
質量

保証期間

ビジネス統合アプリ
主な付属品

シリーズ名

バッテリー充電時間

通信機能

入力機能

インター

フェース

電源
バッテリー駆動時間 ※6

製品名
型番
本体カラー

OS ※1

CPU

メインメモリ

表示機能

光学ドライブ

サウンド機

能



E203MA-4000G E203MA-4000W

スターグレー パールホワイト

CPU名

動作周波数

キャッシュメモリ

標準 ※2

仕様

液晶ディスプレイ

表面仕様

解像度

タッチパネル

グラフィックス機能

ビデオメモリ ※3

外部ディスプレイ出力 ※4

記憶装置 eMMC ※5

サウンド規格

スピーカー

マイク

LAN

無線LAN ※6

Bluetooth® 機能

キーボード

ポインティングデバイス

外部ディスプレイ出力

USBポート

カードリーダー

オーディオ

本体：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

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※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. 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. 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. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしていません。

※8. 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。

※9. 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。

メインメモリと共有

64GB

ハイデフィニション オーディオ準拠

ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

アレイマイク内蔵

Y区分 0.066 (AAA)

約1kg

WPS Office ※9

主な付属品

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

ビジネス統合アプリ

サイズ (突起部除く)

質量

保証期間

最大約33W

幅286mm×奥行き193mm×高さ16.9mm

約14.6時間

約2.8時間

microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード

マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1

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)

最大3,840×2,160ドット

30万画素Webカメラ内蔵

-

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.1

87キー日本語キーボード

マルチタッチ・タッチパッド

HDMI ×1

USB3.1×1(Type-C/Gen1) ※7 、USB3.0×2(Type-A)

消費電力

通信機能

本体カラー

OS ※1

メインメモリ

表示機能

CPU

チップセット

Webカメラ

サウンド機能

バッテリー充電時間

バッテリー駆動時間 ※8

インターフェース

電源

入力機能

製品画像

製品名

型番

ASUS E203MA

インテル® Celeron® プロセッサー N4000

1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.60GHｚ)

4MB

Windows 10 Home 64ビット

-

LPDDR4-2400

インテル® UHD グラフィックス 600 (CPU内蔵)

4GB

11.6型ワイドTFTカラー液晶

グレア

1,366×768ドット (WXGA)

非搭載



ASUS Zen AiO™ シリーズ

ASUS Zen AiO™ ZN242GDK

ZN242GDK-I58300H

シルバー

Windows 10 Home 64ビット

CPU名 インテル® Core™ i5-8300H プロセッサー

動作周波数 2.30GHz (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4.00GHz)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB

インテル® HM370 チップセット

標準 ※2 8GB

仕様 DDR4-2400

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 NVIDIA® GeForce® GTX 1050

ビデオメモリ 4GB ※3

SSD ※4 256GB (SATA3接続)

HDD ※4 1TB

ドライブの種類 -

読み出し速度 -

書き込み速度 -

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 Premiumオーディオシステム)

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

92万画素Webカメラ内蔵

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

無線LAN ※5 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.1

キーボード 114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

外部ディスプレイ出力端子 HDMI×1

USBポート USB3.1(Type-A/Gen2) ×3、USB3.0×1、 USB2.0×1

カードリーダー SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、MMC

オーディオ ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

ACアダプター
最大約116.61W

- ※6

幅540mm×奥行き42～193mm×高さ406mm

約5.0kg

購入日より12ヵ月間の日本国内保証

-

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

電源

消費電力

エネルギー消費効率 (2011年度基準)

※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。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. OSはSSDに搭載されています。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. 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。

※6. 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。

ビジネス統合アプリ

質量

保証期間

主な付属品

サイズ

インターフェース

サウンド

型番

OS ※1

CPU

メインメモリ

チップセット

本体カラー

記憶装置

シリーズ名

入力機能

表示機能

光学ドライブ

Webカメラ

通信機能

製品名

製品画像



ASUS Vivo AiO™ V241ICUK ASUS Vivo AiO™ V222UBK

V241ICUK-I5HB2016 V222UBK-I5MX110

CPU名

動作周波数

キャッシュメモリ

標準 ※2

仕様

液晶ディスプレイ 23.8型ワイドTFTカラー液晶 21.5型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様

解像度

タッチパネル

グラフィックス機能 インテル® UHD グラフィックス 620 NVIDIA® GeForce® MX110

ビデオメモリ メインメモリと共有  ※3 2GB ※4

SSD - 128GB (SATA3接続)

HDD ※5

光学ドライブ ドライブの種類

読み出し速度

書き込み速度

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)
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

マイク アレイマイク内蔵 マイク内蔵

LAN

無線LAN ※6

Bluetooth® 機能

キーボード

ポインティングデバイス

外部ディスプレイ出力

USBポート

カードリーダー

オーディオ

T区分 AAA (0.03) T区分 AAA (0.014)

幅540mm×奥行き48～165mm×高さ409mm 幅489mm×奥行き51～164mm×高さ387mm

約5.1kg 約4.84kg

Microsoft Office Home and Business 2016 -

※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. 専用ビデオメモリです。

※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。

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

製品画像

記憶装置

非搭載

1,920×1,080 ドット (フルHD)

ノングレア

1TB

-

購入日より12ヵ月間の日本国内保証

HDMI×1

USB3.0×4、USB2.0×1

-

ASUS Vivo AiO™ シリーズ

ブラック

DDR4-2400

8GB

-

インテル® スマート・キャッシュ 6MB

1.60 GHz (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3.4GHz)

インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー

Windows 10 Home 64ビット

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

ACアダプター

最大約65W

-

-

ステレオスピーカー内蔵 (3W×2)

92万画素Webカメラ内蔵

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

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.1

109キー日本語ワイヤレスキーボード

ワイヤレスマウス

主な付属品

シリーズ名

入力機能

製品名

型番

OS ※1

CPU

メインメモリ

表示機能

サウンド

Webカメラ

通信機能

本体カラー

質量

ビジネス統合アプリ

サイズ

保証期間

チップセット

インターフェース

電源

消費電力

エネルギー消費効率 (2011年度基準)


