充 実のサポートとサービス

エイスース Windows 10搭載パソコン 秋冬総合カタログ

お 問 い合 わせ
ASUSコールセンター
お電 話での
お問い合わせ

製品の操作方法やトラブル解決、購入のご相談など、ASUSの専任オペレーターが 直接対応いたします。
購入の有 無に関わらず、どなたでも通 話 料無 料* 1 です。
通話料
無料

0800-123-2787

● 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は 0570-783-886

旧番号047-390-5630は2015年3月31日をもってサービスの提供を終了させていただきました。

ASUSメールサポート

＊2

メールでの
お問い合わせ

［ 受付時間 ］ 9：00 〜19：00（年中無休）

時 代 は 変 わる、デバイスも 変 わる 。

帰宅時間が遅く、コールセンターの受付時間に間に合わない…。そんな時は、メールサポートをご利用ください。
24時間いつでも受付いたします。

http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

［ 受付時間 ］ 24時間

My ASUS

チャットでの
お問い合わせ

サポートアプリ「My ASUS」から、オンラインチャットによるサポートをご利用になれます。
ASUSの専任オペレーターが、チャットでリアルタイムに対応いたします。お気軽にご利用ください。
［ 受付時間 ］ 平日 9:00 ～ 18:00（土日、祝祭日は休業）

安 心 のサービス
ASUSピックアップサービス

＊3

万が一製品が故障しても、ご連絡いただいた翌日に専門業者がご自宅まで引き取りに伺います。

製 品引き取り

＊4＊5
サービス完了後もご自宅まで無料で配送いたします。

サービス

＊4

ご 連 絡いただいた翌日に
専 門 業 者 がお引 取り＊5

インターナショナル保証

海 外での

修 理サービス

＊6

保 証 期 間 内 なら

世界でトップシェアを誇るASUSだからこそ、海外でも安心です。ASUSのサポートは世界62ヵ国

サービス

サービス完了後は
ご自宅まで 配 送 ＊5

＊6

で展開され、保証期間内であれば、世界中のどの拠点でも修理サービスを受けることができます。
旅行や出張の場合でも安心してお使いいただけます。

ASUS ZBD（ゼロ・ブライト・ドット）サービス＊8

きめ細やかな

＊4

＊7

ASUS独自の液晶パネル無料保証

その他

送料無料

12ヵ月間

62ヵ国

12ヵ月間の無償交換

バッテリー／アダプター保証

＊9

購入後30日間であれば、液晶パネルにたとえわずか1つの常時輝点（常に点灯

付属するバッテリー／アダプターも12ヵ月間の保証付き。保証期間内に

している点）が存在した場合、無償で液晶パネルを交換させていただきます。

不具合が生じた場合は、無償で交換いたします。

安心を、より長く

世界中のASUSユーザーと情報共有

ASUS Premium Careは有料にて保証期間を延長できるサービスです。12ヵ

ASUSユーザー登録を行っていただくと、専用Webページにて世界中の

月間の製品本体保証期間を、1年間または2年間延長し、保証期間をトータル

ASUSユーザーと情報を交換することができます。また、修理の際にも、

2年間または3年間にする延長保守することが出来ます。

受付対応をよりスムーズにご案内できるようになります。

ASUS Premium Care（国内保証のみ）＊10

エイスース トランスブック

オンラインユーザー登録 http://member.asus.com/

*1 携帯電話からの通話料はお客様負担となります。 *2 英語対応の場合がございますので、予めご了承ください。 *3 ノートPC、タブレット、液晶ディスプレイ、プロジェクター、デスクトップPCのみ対応。 *4 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。 *5 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。 *6 2016年現在。 *7 保証期間内のサービスとなります。製品により、保証期
間が異なる場合があります。詳しくは対象製品の保証書をご確認ください。 *8 黒点（常に点灯していない点）の場合は、ZBDサービスの対象となりません。 *9 ① 保証は日本国内のみとなります。 ② お客様の過失による破損は除きます。 ③ Eee PC
は6ヵ月間の保証となります。 ④ 製品により、保証期間が異なる場合があります。詳しくは対象製品の保証書をご確認ください。 *10 製品購入後、365日間に限り購入が可能です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる
ことがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。
登録商標および商標について

T303UA

● Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Excel、Outlook、Power Point、One Note、Officeロゴ、Windowsロゴ、DirectXは、
米国Microsoft Corporationおよび、その関連会社の登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、
Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook 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。
● NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForce、Optimus、CUDAは米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。 NB-9-20160903-01

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※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/

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

T102HA

T101HA

Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

ASUS が 選 ばれている理由

理 由

1

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

見るものを魅了する

理 由

高 い デ ザ イン 性

あらゆるシチュエーションにおいて使う人に魅 力的な体 験を提 供するた

多くのデザイン賞を受 賞しているA SUS製品

3

厳格な品質テストによる

高い信 頼性

厳しい品質テストを行っています。通常の使 用環 境で 起こりえる様々な

を十 分に 理 解するところから始まります。「A SU S D e s i g n C e n t e r」

トラブルを想 定し、基 準 値 以 上の 徹 底したテストを行うことで、きわめ

にするまで、試 行錯 誤を何度も繰り返し、究極の形へと研ぎ澄ませてい

> ねじれテスト

> 加 圧テスト

> 落下テスト

> 衝 撃 テスト

A S U S の 製 品は 、設 計 開 発 から出 荷まで のあらゆる段 階 で、度 重なる

めに。A SUSの製品づくりはまず、使う人が何を考え、感じ、行動するか

では、デザインのスペシャリストたちが 思い 描くイメージを現 実 のもの

> 振 動 テスト

て堅牢で高い品質を維 持しています。これまでに、最も修 理率が低く、
iFデザイン賞

グッドデザイン賞

レッドドットデザイン賞

信 頼 性の高いメーカーとして選ばれた実 績も持っています。

きます。そうして生み出された製 品は、これまでに数 多くのデザイン賞
を受 賞しました。
> 開 閉テスト

理 由

2

革 新を生み出す

高い技 術力

理 由

マザーボード 国内シェア

11年連続

A S U S は 世 界 で もトップレベ ル のエンジ ニアチ ームを擁しています。

高 い サ ポ ート力

グローバル企業だからできる安心のサポート。A SUSのサポートは世界

ASUSコールセンター

62カ国で展 開され、保 証 期 間 内であれば、世界 中のどの拠 点でも修 理

製品の操作方法やトラブル解決、購入のご相談など、
ASUSの専任オペレーターが通話料無料で対応します。＊3

サービスを受けることが できます。 また、A SU Sの専任オペレーター
＊4

マザーボードの 国 内シェア N o .1に 裏 打ちされ た 高 い 技 術 力 をベース

が 対応するコールセンターや送 料無 料のピックアップサービス ＊5 など、

に、次々と革 新的な技 術と製品を開発し続けています。その絶え間ない
挑 戦 によりノートP C 、近 年ではタブレット、スマートフォンなどの市 場
においても常にトップクラスのシェアを占めています。

4

グローバルに展開する

＊1

SABERTOOTH Z97 MARK S

世界や日本国内で評 価されるA SUS製品

A S U S 製 品を 安 心してお使いいただけるサポートサービ スが 充 実して
います。

インターナショナル保証＊4
ASUSのサポートは世界62ヵ国で展開。
保証期間内であれば、世界中のどの拠点でも修理対応します。

ASUSピックアップサービス＊5
万が一製品が故障しても、専門業者がご自宅まで引き取り。
サービス完了後もご自宅まで無料で配送いたします。

Windows
タブレット＊2

Android
タブレット＊2

SIMフリー
スマートフォン＊2

＊1 株式会社BCNが全国のPOSデータを元に発表している「BCN AWARD」において。 ＊2 BCNランキングを元に自社集計（2015年） ＊3 携帯電話からの通話料はお客様負担となります。 ＊4 保証期間内のサービスと
なります。製品により、保証期間や内容が異なる場合があります。詳しくは対象製品の保証書をご確認ください。 ＊5 ノートPC、タブレット、液晶ディスプレイ、プロジェクター、デスクトップPCのみ対応。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。保証内容の詳細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。

2

3

2-in-1ノートPC

薄型軽量ボディに先進機能を満載

エイスース トランスブック スリー

ビジネスシーンでの即戦力となる
ンでの即戦力となる

T303UA

P.21

X756UJ

性 能にもデザインにも妥 協しない、
プレミアム液晶一 体型PC

高性能でパワフルな17.3型ノートPC

型ワイド

型ワイド

マルチライセンス対応

［ プレミアム ］脱着式モバイルノートPC

［ スタンダード ］脱着式マルチスタイル対応モバイルノートPC
エイスース トランスブック

エイスース トランスブック ミニ

T102HA

自分らしい個性をカジュアルに持ち運ぶ

はじめての2-in-1に最適なウルトラポータブルPC

自宅でもオフィスでも快適に
スタンダードノートPC

T101HA

使いやすいキーボードカバーとASUS Pen 標準付属

X555UA
型ワイド

キーボードを脱着できる4-in-1
型ワイド

［ スタンダード ］スリムタイプ一体型PC

マルチライセンス対応

X540LA

タッチ対応モデル

スリムでスマートな液晶一体型PC

スタンダードノートPC

4つのスタイル

ノートPCスタイル

タブレットスタイル

テントスタイル

スタンドスタイル

型ワイド

All-in-One PC

or

V220IBUK / V220IAUK
日常のコンピューティングをもっと快適に

個性が光る3色のカラー

使い方が広がる

P.27

P.22

ノートPC

型ワイド

タッチ対応モデル

ノートPC

P.14

タッチ対応モデル
※ Z240ICGTのみ

N・SERIES

P.12

P.22

ノートPC

or

P.26

Z240ICGT/ ZN220ICGK

見やすくて迫力満点の大画面

新世代プレミアムPC

タッチ対応モデル

型ワイド

［ プレミアム ］マルチメディア一体型PC

［ スタンダード ］用途から選べるオールマイティノートPC
P.8

2-in-1ノートPC

［ プレミアム ］脱着式モバイルノートPC

型ワイド
※ V220IBUKのみ

マルチライセンス対応

P.23
All-in-One PC

R416SA

家でも外でも自由に使える

P.16

生産性を高めるためのコンバーチブルノートPC

X302LA

型ワイド

タブレットスタイル

テントスタイル

スタンドスタイル

型ワイド

型ワイド

［ プレミアム ］薄型・軽量モバイルノートPC

［ プレミアム ］薄型・軽量モバイルノートPC

P.19

P.18
エイスース ゼンブック

エイスース ゼンブック

UX303UB

その美しさに心奪われる

薄さを極めた軽量モバイルノートPC

［ プレミアム/ベーシック ］マルチメディアデスクトップPC

スタイリッシュなモバイルノートPC

型ワイド

型ワイド

コンパクトで経済的

4K 対応のマルチメディアPC

マルチライセンス対応

P.29

ASUS独自の機能

P.30

製品仕様

P.32

製品ラインナップ

P.40

Microsoft Office Premiumの紹介

P.20

4K液晶搭載マルチメディアノートPC

Intel Inside

®

素 晴 らし い 体 験 を
4

型ワイド

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

製品
ラインナップ

N552VX

P.31

製品仕様

ASUS純正アダプター

［ プレミアム ］マルチメディアノートPC

創造する、すべての人へ。

P.28

Microsoft Office
Premiumの紹介

K20CD/CE

手軽に使える、手軽に持ち運べる。

高性能グラフィックス搭載モバイルノートPC

型ワイド

P.24

E200HA

力強さを内包する 凛とした美しさ

デスクトップ PC

［ モバイル ］薄型・軽量モバイルノートPC

ASUS
独自の機能

UX305UA

タッチ対応モデル

周辺機器・
アクセサリー

ノートPCスタイル

シンプルでフレキシブル
コンバーチブルスタイルPC

モバイルノートPC

4つのスタイル

A4110

壁掛けもできる

いつでもどこでも持ち歩ける

使い方が広がる

タッチ対応モデル

P.23

P.27
K20CE/CD

UX360UA

360°回転ディスプレイを搭載した

［ スタンダード ］コンパクトタイプ一体型PC

型ワイド

デスクトップPC

エイスース ゼンブック フリップ

/A4110

スタンダードノートPC

［ プレミアム ］360度回転式マルチスタイル対応モバイルノートPC

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
5

2-in-1ノートPC
2-in-1ノートPC
ノートPC

今 を 変 える 。
そ れ が 未 来 を 変 える 。

ノートPC

N・SERIES

デジタルデバイスがこれほど進化するなんて、
誰が 想像していただろう。

ノートPC

まだ人々が 同じカタチをしたパソコンを、
同じ姿 勢で操作していた頃、
私たちは、誰よりも早く取り外し可能な

All-in-One PC

脱 着式2- in -1ノートPCをこの世に送り出しました。
そして人々はそれを大きな驚きと好 奇心をもって迎えました。

All-in-One PC

以 来 A SUSがつくるデジタルデバイスは、
それまでの常識を覆すかのようにカタチを変え、
/A4110

スタイルを変え、人々の生 活を変えてきました。

K20CE/CD

デスクトップPC

今 考えられることは、今カタチにする。
今できることを先 送りにしていては、未 来は変えられない。
そうした私たちの物づくりに対する考えが、
デジタルデバイスをさらなる次 元へと進化させました。

エイスース トランスブック スリー

エイスース トランスブック ミニ

エイスース トランスブック

薄 型 軽 量 ボ ディに 先 進 機 能 を 満 載

使いやすいキーボードカバーとASUS Pen標 準 付 属

自 分らしい 個 性 をカジュアル に 持 ち運 ぶ

ビジネスシーンで の 即 戦 力となる 新 世 代 プレミアム P C

はじ めての2 - i n -1に 最 適 なウルトラポー タブル P C

キ ーボードを脱 着 で きる10 .1型 マル チスタイル P C

周辺機器・
アクセサリー

新しいA SUS TransBook ™ シリーズ
今、私たちは再び 未 来を変える。

ASUS
独自の機能
Microsoft Office
Premiumの紹介
製品仕様

Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン
6

製品
ラインナップ

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

7

Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ プレミアム ］脱着式モバイルノートPC
タッチ対応

型ワイド

2-in-1ノートPC

12.6

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

2-in-1ノートPC

進 化 を 遂 げ た 新 世 代 2 - i n -1
薄さ8. 35mm、軽さ約790gのボディに自立できるキックスタンドを搭 載。
エイスース トランスブック スリー

製品に標 準付属するこだわりのキーボードカバーとA SUS Penが活用シーンをさらに広げます。
幅104mmの広いタッチパッドと13. 3型ノートPCと同等のキーピッチを確保し、快 適に入 力することができます。

T303UA

ノートPC

インテル ® Core ™ i5 プロセッサーと高精 細かつ広色 域なディスプレイ、余 裕に使える大容量512GB SSD、
これから長く使えるThunderbolt ™ 3に対応したUSB（Type - C）をはじめとする最 先 端の高速インターフェース、
長 寿命を誇るポリマーバッテリーでこれまでにない、さらなる進化するエクスペリエンスをもたらします。

薄 型 軽 量 ボディに 先 進 機 能を満 載

ビジネスシーンでの即戦 力となる新 世代プレミアムPCの誕 生です。
ノートPC

N・SERIES

ビジネスシーンで の即 戦 力となる新 世 代プレミアムP C

セキュアな顔認証機 能を搭載
Windows 10の最新機能「Windows Hello」の顔認証ログインに対応した
ノートPC

赤外線フロントカメラ搭 載により、画面に顔を向けるだけで、すぐにログイン
できます。よりセキュアなログイン 環 境を築 けるだけでなく、パスワードを
盗み見される事もありません。

All-in-One PC

顔認証

All-in-One PC

/A4110

デスクトップPC

K20CE/CD

周辺機器・
アクセサリー
ASUS
独自の機能
Microsoft Office
Premiumの紹介

○ キーボードカバーとA SUS Penは標準付属です。

最 先 端機 能で、ビジネスシーンで 多岐にわたって活躍
ディスプレイ出力にもサポートされているThunderbolt™ 3に対応したUSB

型

番

SonicMaster
Premium

CPU

■

T303UA-6200GY

■

OS

メモリ

HDMI 端子

microSDカード

液晶ディスプレイ

タッチパネル

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

IEEE802.11ac
対応

グラフィックス機能

記憶装置

する周辺機器に接続すれば、PCの拡張性を向上することが可能です。それに
ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

Microsoft Office
Home & Business Premium
プラス Office 365 サービス
インテル®
Core™ i5-6200U
プロセッサー

Windows 10 Home
64 ビット

8GB

12.6型ワイド
TFTカラー液晶
（WQ+）

搭載

インテル ®
HD グラフィックス 520
（CPU内蔵）

512GB
（SSD）

microSDメモリーカードリーダー

加え、広く普及しているフルサイズのUSB3.0（Type -A）、プロジェクターや
外付けディスプレイ、大画面TVなどに簡単に接続できるフルサイズのHDMI、
さらにmicroSDメモリーカードリーダーも装備しました。緊急を要するビジネ

ボリュームボタン

スの現場では、変換アダプターや変換ケーブルは煩わしいものですが、そうし
ー

KINGSOFT®
Office Standard

□ インターフェース

オーディオコンボジャック

た備品がなくとも円滑に作業ができる接続性を確保しています。
USB3.0

HDMI

Thunderbolt™ 3 Type-C（充電兼用） バッテリーインジケータ

製品
ラインナップ

T303UA-512S

Thunderbolt
type-C

USB3.0

製品仕様

グレア液晶

（Type - C）は、最高40GbpsというUSB3.0の8倍の高速 転 送を実現。対応

T303UA-6200GD

8

9

Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン
2-in-1ノートPC

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

2-in-1ノートPC
ノートPC

ASUS Penを標準付属
1,024段階の筆圧検知に対応したスタイラスペン「ASUS Pen」が標準付属。繊細
系アプリ、ブラウザでの検索キーワード入力、Office系アプリでの文字入力など直

ASUS Pen
標準付属

感的で自然な書き味が、活用シーンを広げます。また、持ち手部分の2つのボタン※

ノートPC

N・SERIES

なタッチから勢いあるタッチまできめ細やかな手 描きの描画が可能です。ペイント

は、マウスの右クリック機能、消しゴム機能を割り当てることも可能です。
※ ご使用のアプリやプログラムにより、機能が異なる場合があります。
ノートPC

高速かつ大容量のSSDを搭載
S S D 搭 載により、O Sやアプリの 起 動 や 終了 時 間が 劇 的に高 速 化 。保 存している
データの読 込み・書き込みも速くなり、ストレスのない快 適な使 用感を体感するこ
データを存分に保存することができます。CPUには4スレッドの同時処理に対応する

All-in-One PC

とが可能 。また、512G Bの大 容量 SSD 搭 載で、大 量のフルH D 動 画、写 真や音 楽

キーボード
カバー
標準付属

「インテル ® Core™ i5-6200U プロセッサー」を搭載。パワフルな処理性能が、生

薄型軽量で堅牢、そして上質な金属ボディ
きわめて軽量でありながら頑強なマグネシウム・アルミニウム合金を採用。堅牢性や

産性、創造力を最大限に引き出します。

放熱 性能を犠牲にすることなく、薄さ8.35mm、質量約790gという驚くべき薄型

演出します。

インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー

薄
さ

8.35mm
790g

512

All-in-One PC

丁寧な表面仕上げと細部に施したダイヤモンドカット加工が、さりげない上質 感を

/A4110

8

軽量のボディを実現。カラーはグレーとゴールドの2色展開、金属の質感を生かした

ル）、画素密度は275ppiにも上ります。ドットを意識することなく、テキスト、写真、
映像などのコンテンツを精細に滑らかに映し出します。さらに、sRGB比121％とい
う一般のノートPCを大きく上回る広色域に対応しており、より正確でより鮮やかな

シャンパンゴールド

画面の角度も自由自在

［ 3K display ］

タブレット単体で自立可能なキックスタンドを背面に搭載。画面の角度を最大170°
の範囲で自在に調整することができ、画面を170°
まで広げると、タッチ操作やASUS
Penでの入力操作がしやすく、奥行きのない場所でも、自立するのでプレゼン時にも

メラを内蔵。美しい風景や建物など、見ているもの、

プラス Of fice 365 サービス」がプリインストールされています。常に最新

残したいものをすぐに記録し、共有することができ

バージョンのOf ficeが利用可能なので、バージョンが 変わるたびにのOf fice

ます。また、前面にもカメラを内蔵しているので、ビ

を買い替える必要はありません。さらにマルチデバイス対応、1TBのオンライン

デオ会議やビデオチャットにも便利です。

ストレージサービスや毎月60分無料のSkype世界通話などのサービスは最初

［ 広視野角 ］

121% 170°

1,258

の1年間は無料でご利用いただけます。

万
画素

※ T 3 03 UA - 620 0 G Y、T 3 03 UA - 620 0 G D
は、KINGSOFT ® Of fice Standardがプリ
インストールされています。

驚きのパワフルサウンド
世界的に有名なオーディオブランド「Harmon Kardon」とASUSとのコラボ

指には、使いやすさを。目には、見やすさを

レーションから生まれた音響技術「SonicMaster Premium」により、音量の

マット感 のある 手 になじみやすい 素 材を採 用したキーボードカバーはディ

大小を問わず、幅広いサウンドレンジでリッチなサウンドを再現します。

スプレイ面の保 護カバーとしても活 躍。キーストローク1.4mm、キーピッチ

170°

ピングでも疲れにくく、タイプミスが起きにくいです。
haman/kardon by HARMAN

コンテンツに合わせて画面を最 適化
ASUSの独自機能「ASUS Splendid Technology」は、好みや環境に合わせ
写真に至るまですべてのコンテンツをより鮮やかな色彩と鮮明な画質を映し出
すことができます。
最大

［ スタンド角度 ］

155°

キーストローク

製品仕様

て最適なモードを選択し、画面の色域や精度を調整することが可能。映画から

Microsoft Office
Premiumの紹介

19.24mmを確保し、イルミネート機能対応なので、暗がりでも長時間のタイ

最大

［ 画面角度 ］

T303UA-512Sは、「Microsof t Of fice Home & Business Premium

ASUS
独自の機能

適しています。キックスタンド搭載により、タブレットの使い方がさらに広がります。

2,880 1,920

［ sRGB ］

選べるOf fice搭載モデル

背面には1,258万画素の高画質オートフォーカスカ

周辺機器・
アクセサリー

色を再現し、現実に近い臨場感のある表現ができます。

1,258万画素の高画質カメラで記 録する、共有する

デスクトップPC

12.6インチサイズの液晶ディスプレイの表示解像度は3K（2,880×1,920ピクセ

K20CE/CD

質量約

チタニウムグレー

より多くの色を、より精 細に、よりリアルに映し出す

□ ASUS Splendid Technologyによる画像最適化

製品
ラインナップ

通常モード

10

ブルーライト軽減モード

ビビッドモード

手動モード

11
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今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ プレミアム ］脱着式モバイルノートPC
タッチ対応

型ワイド

2-in-1ノートPC

10.1

インテル® Atom™ x5 プロセッサー搭載

2-in-1ノートPC

エイスース トランスブック ミニ

T102HA

従 来の液晶ディスプレイとは一 線を画す美しさ
タッチパネルと液 晶 層を直 接 貼り付ける「A S U S Tr uV i v i d 」技 術を採 用。

使いやすいキーボードカバーとASUS Pen 標準付属
はじめての2- i n -1に最 適なウルトラポータブルPC

ノートPC

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。

付属のキーボードやペンで 快適操作。

U

最適なウルトラポータブルPC

の

搭載の

ノートPC

親子で楽しめる、2-in -1デビューに

N・SERIES

指紋認証やペアレンタル機能搭載で

活躍の場を広げるキックスタンド

10.1インチの画面、キックスタンドを搭載した

ノートPC

ボディ背面に装備するキックスタンドにより、キーボードなしでも自立できます。

ウルトラポータブルなボディの質量はなんと約540g。

155°まで開くスマートヒンジ機構により、画面は170°の範囲で
自在に角度調整が可能。オフィスや家庭など、あらゆる

キーボードを含めても790g以下と超軽量です。
直感的な書き味のASUS Penとキーボードカバーが標準で付属しており、

All-in-One PC

タッチ操作やキーボードによる本格入力、ペンを利用したお絵描きまで。

場所で快適に使えます。
［ 画面角度 ］
最大

プリインストールアプリの「Windows Ink」を使えば、
親子で一緒に絵を描いたり、メモを書いた付箋で伝言を残したり、

170°
［ スタンド角度 ］
最大

2-in-1ならではの魅力を余すことなく活用できます。

快 適性能とロングバッテリーを両立

液晶画面カバーを兼ねるスリムなキーボードは打ちやすさにもこだわり、キー

最新の14nmプロセスルールで製造されるインテル ® Atom x5 プロセッサー

高めることができます。

を搭載。クアッドコアによるストレスのない性能と約12.6時間（キーボード装
着時約12.5時間）のバッテリーライフを両立。1日中、バッテリーを気にせず
使えます。

周辺機器・
アクセサリー

［最長約］

12.6

K20CE/CD

検知に対応したASUS Penは、手書きメモに、お絵描きに。思考力、創造力を

デスクトップPC

ストローク1.5mm、キーピッチも17.43mm確保しました。1,024段階の筆圧

/A4110

思考力と創造 力を高めるキーボードカバーとA SUS Pen

All-in-One PC

155°

インテル® Atom™ x5 プロセッサー

ストレスなしの接 続性、拡張 性
ポートも搭載。PC間でのデータ交換が楽々できます。大画面TVにフルHD解

「不正使用は防止したいけれど、すぐに使いたい」そん

像度で出力できるmicroHDMI端子を装備しています。

なニーズに応えるのが、
「Windows Hello」に対応

Microsoft Office
Premiumの紹介

した指紋センサーです。パスワードを入力することな
く、センサーに指でサッと触れるだけでログインでき
ます。アカウントを登 録すれば 家 族 間でも簡単に共
有できます。

くなりました。大 人でも子供でも、どこにでも楽々と
グレア液晶

番

T102HA-128S

T102HA-8350G

12

CPU

■
■

USB3.0

microUSB

OS

インテル
Atom™ x5-Z8350
プロセッサー
®

Windows 10 Home
64 ビット

microSDカード

メモリ

液晶ディスプレイ

4GB

10.1型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

持ち運べます。

IEEE802.11ac
対応

タッチパネル

グラフィックス機能

搭載

インテル
HD グラフィックス
（CPU内蔵）
®

記憶装置

ビジネス統合アプリ

128GB
（eMMC）

Microsoft Office Mobile
プラス Office 365 サービス

64GB
（eMMC）

Microsoft Office Mobile

光学ドライブ

ー

マルチタスクをしても、快適に楽しめます。

ル。T102HA-128Sには、1年間無料で使える「Office 365サービス」が付属
などが利用できます。
G

4GBのメインメモリを搭載し、コンパクトな
ンスを発揮し、一度に複数のアプリを開いて、

タッチ操作にも最適化されたMicrosof t Of fice Mobileをプリインストー
しています。1TB利用可能なOnedriveや毎月60分無料通話ができるSkype

大容量4GBメモリ搭載
ボディから想 像できないほどのパ フォーマ

選べるM icrosof t Of fice

4

製品
ラインナップ

型

SonicMaster

microHDMI
端子

8.2 mm
540 g

製品仕様

合金を使うことで、ボディはこれまでになく薄く、軽

質量約

軽さと剛性を兼ね備えたマグネシウム・アルミニウム

さ

楽々持ち運べる薄型軽量ボディ

薄

○ キーボードカバーとA SUS Penは標準付属です。

ASUS
独自の機能

m i c ro U SB、m i c ro SDメモリーカードリーダーに加え、標 準サイズのU SB

ワンタッチでセキュアなログイン

13
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今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ スタンダード ］マルチスタイル対応モバイルノートPC
タッチ対応

型ワイド

2-in-1ノートPC

10.1

インテル® Atom™ x5 プロセッサー搭載

あるときはノートPC、あるときはタブレット

エイスース トランスブック

T101HA

2-in-1ノートPC

さらにマルチに使えるカラフルで楽しいマルチスタイルPC
脱着できるキーボードのヒンジはリバーシブル仕様。
画面の角度を自由自在に変えて使えます。ノートPC、タブレット、そしてその中間。

自 分らしい 個 性をカジュアルに持 ち運 ぶ

ノートPC

マルチなスタイルが活用シーンを広げます。カラーバリエーションは個性の異なる3カラー。
利用シーンのイメージや好みに合わせて選べます。

キ ーボードを脱 着できる10 .1型マルチスタイル P C

ノートPC

N・SERIES

ノートPC

ミントグリーン

メタルグレー

All-in-One PC

ピンクゴールド

ボディ表 面は上 品なつや 消し加 工 。中で も堅

最新14nmプロセスルールで製 造されるインテル ® Atom x5 プロセッサー

牢 なメタル 素 材を採 用した 天板は 、質 感 高い

を搭 載。ストレスなく使える快 適性 能と、約13.6時 間（キーボード装 着時 約

仕上がりです。キーボードには独自のハニカム

12.9時間）のロングバッテリーライフの両立を実現しました。1日6時間なら、

パターンをプリント。さりげない変 化が ひと味

2日充電なしで使えます。

あらゆる場面に調和する「メタルグレー」のほか、華やかながらも落ち着きの
ある「ピンクゴールド」、フレッシュな「ミントグリーン」と個性的なカラーを

K20CE/CD

［最長約］

ライフスタイルを彩る3つのカラー

デスクトップPC

13.6

違う所有感を演出します。

All-in-One PC

快 適性能とロングバッテリーを両立
/A4110

洗 練されたデザイン

精 細で鮮明な画面を映し出す画像処 理 技 術
A SU S 独 自の 技 術「A SU S Tr u2L i f e V i d e o」により、液 晶の 表 示 内 容を

周辺機器・
アクセサリー

インテル® Atom™ x5 プロセッサー

用意しました。ライフスタイルに合わせて選べます。

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

ノートPCスタイル

タブレットスタイル

テントスタイル

スタンドスタイル

ピンクゴールド

ミントグリーン

スリムで軽い、モバイルパートナー
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

4 つのスタイル

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。

質量約

薄
さ

どこからでもOfficeドキュメントにアクセス

14

番

T101HA-GRAY

■

T101HA-PINK

■

T101HA-GREEN

■

microHDMI
端子

microUSB

microSDカード

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

小型アダプター

タッチ操作にも最適化されたMicrosof t Of fice Mobileをプリインストー

IEEE802.11ac
対応

の

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、標
準 サイズの U S B ポートも 搭 載 。大 画 面 T Vにフル H D 解 像 度 で 出 力 で きる
microHDMI端子を装備しています。

ル。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

CPU

OS

メモリ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

グラフィックス機能

記憶装置

ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

インテル®
Atom™ x5-Z8350
プロセッサー

Windows 10 Home
64 ビット

2GB

10.1型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

搭載

インテル ®
HD グラフィックス
（CPU内蔵）

64GB
（eMMC）

Microsoft Office Mobile

ー

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。

製品
ラインナップ

型

SonicMaster

搭載の

製品仕様

9mm 580 g

U

Microsoft Office
Premiumの紹介

薄さ9 m m、質 量 約 5 8 0 g のタブレットは 、どこにで も楽 々と持ち運べます。

オールラウンドに
使える

グレア液晶

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。

ASUS
独自の機能

メタルグレー

15

Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
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今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ プレミアム ］マルチスタイル対応モバイルノートPC
タッチ対応

型ワイド

2-in-1ノートPC

13.3

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

INCREDIBLE

PERFORMANCE

2-in-1ノートPC

エイスース ゼンブック フリップ

自在に姿を変えるハイスペックZen Book™
ZenBook™ のDNAを受け継ぐ、マルチスタイル対応の新しいコンバーチブル

360°回転ディスプレイを搭載した

タイプの「A SUS ZenBook™ Flip」が誕生しました。360°回転するディス
ノートPC

プレイは、ノートPC、タブレット、テント、スタンドの4つのスタイルへと、自

生産性を高めるための

在に姿を変えて使うことができます。CPUにはインテル ® Core ™ i7 プロセッ
サー、8GBのメモリ、512GBの大容量SSDを搭載。バッテリー駆動時間は余

コンバーチブルノートPC

裕の最長約12.3時間を実現しました。生産性に直結する最高のパフォーマン
スと高いモビリティで、ビジネスユーザーにも最適なノートPCです。

ノートPC

SECURITY

All-in-One PC

INCREDIBLE

時間

最長約

INCREDIBLE

ノートPC

N・SERIES

インテル ®
Core™ i7-6500U
プロセッサー

ワンタッチでセキュアなログイン

BEAUTY

「不正使用は防止したいけれど、すぐに使いたい」
All-in-One PC

そんなニーズに応えるのが、
「Windows Hello」

見る者を魅 了する美しさ

に対応した指紋センサーです。パスワードを入力
することなく、センサーに指でサッと触れるだけで

カバーには「禅の精神」からインスパイアされたスピン加工を施し、アルマイト

ログインできます。

/A4110

マグネシウム・アルミニウム合 金から削り出したボディは存 在 感 抜 群。トップ
処理で質感高く仕上げました。

デスクトップPC

RESPONSIVENESS

K20CE/CD

INCREDIBLE

妥 協 なき接 続 性
フルサイズのHDMIポートを備えているので、テレビなどに接続して高解像度
での映像出力が可能です。さらに、USB3.1（Type-C）を1ポート、USB3.0を2
リーズの中でも最高クラスを誇る充実した接続性です。

最高のパフォーマンスを実現しながらも、薄さ約13.9mmしかない本体は手
前に行くほどさらに薄くなり、その 薄さはタブレットと見 間 違 えるほど です。

軽さ約

薄さ約

UX360UA
専用スリーブ
外部の衝撃から守る
純正スリーブ

USB LANアダプター
ファストイーサ対応の
有線LANアダプター

Microsoft Office
Premiumの紹介

軽さも約1.3kgのため、どんな場所へも気軽に持ち運べます。

ASUS ZenBook™ Flip UX360UA付属アクセサリー

ASUS
独自の機能

最 高クラスの 薄さ、高いモビリティ性

周辺機器・
アクセサリー

ポート、SDXC対応のSDメモリカードリーダーを1スロット搭載。ZenBook™シ

製品仕様

グレア液晶

番

CPU
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■

インテル
Core™ i7-6500U
プロセッサー

HDMI 端子

USB type-C

OS
®

UX360UA-6500

USB3.0

Windows 10 Home
64ビット

SDカード

メモリ

液晶ディスプレイ

8GB

13.3型ワイド
TFTカラータッチスクリーン
（フルHD）

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

小型アダプター

ノートPCスタイル

IEEE802.11ac
対応

オールラウンドに
使える

タッチパネル

グラフィックス機能

記憶装置

ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

搭載

インテル HD
グラフィックス 520
（CPU内蔵）

512GB
（SSD）

ー

ー

®

4 つのスタイル

タブレットスタイル

テントスタイル

スタンドスタイル

製品
ラインナップ

型

SonicMaster
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Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ プレミアム ］薄型・軽量モバイルノートPC

型ワイド

2-in-1ノートPC

13.3

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載
エイスース ゼンブック

2-in-1ノートPC
ノートPC

UX303UB
力 強さを内包する

エイスース ゼンブック

高 性 能 グラフィックス 搭 載

UX305UA

ノートPC

N・SERIES

凛とした美しさ
13.3 型モバイルノートPC

ノートPC

その 美しさに 心 奪 われる
薄さを極 めた 軽 量13.3 型モバイルノートPC

BEAUTY

INCREDIBLE

PERFORMANCE

INCREDIBLE

BEAUTY

INCREDIBLE

All-in-One PC

INCREDIBLE

PERFORMANCE

美しさは、さらなる 極 みへ

想 像の 先をゆくパ フォーマンス

美しさは、さらなる 極 みへ

天板には、静寂さを感じさせる禅の精神を反映したスピンフィニッシュのヘアライン

CPUには「インテル ® Core™ i5-6200U プロセッサー」を搭載。4スレッドの同時処

クラシックな大 人のスモーキーブラウンのカラー、静 寂さを感じさせる禅の

CPUに「インテル ® Core™ i5-6200U プロセッサー」、グラフィックス機能に

加工を施しました。薄さ16mmしかない本体は手前に行くほどさらに薄くなり、そ

理に対応し、負荷時には自動で動作周波数を上げるのであらゆる作業を快適に行え

精神を反映したスピンフィニッシュのヘアライン加工の天板が、どこまでも落

「NVIDIA ® GeForce ® 940 M 」を搭 載。CPUだけでは実現できない、ワン

の薄さはタブレットと見間違えるほどです。軽さも約1.3kgと高いモビリティ性を誇

ます。さらに記憶装置には128GBのSSDを採用しているため、高速なデータアクセス

ち着いた雰囲気を醸し出します。薄さ19.2mm、軽さ約1.45kgと高いモビリ

ランク上のグラフィック処 理 性 能の快 適性を提 供します。さらに記憶 装置に

り、また、最長約12時間のロングライフバッテリーを実現しているので、安心して外

を行うことができ、Windowsやアプリケーションの起動時間を大幅に短縮できます。

ティ性を誇り、また、最長約8.2時間のロングライフバッテリーを実現している

は128G BのS SDを採 用しているため、高 速 なデータアクセスを行うことが

ので、安心して外に持ち運べます。

でき、Windowsやアプリケーションの起 動 時間を大幅に短 縮できます。

ENTERTAINMENT

INCREDIBLE

周辺機器・
アクセサリー

INCREDIBLE

デスクトップPC

RESPONSIVENESS

All-in-One PC

INCREDIBLE

8.2

kg

K20CE/CD

ENTERTAINMENT

1.45

mm

［最長約］

19.2

インテル ®
Core™ i5-6200U
プロセッサー

軽さ約

12

kg

薄さ約

1.3

［最長約］

INCREDIBLE

mm

軽さ約

薄さ約
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に持ち運べます。

想 像の 先をゆくパフォーマンス

RESPONSIVENESS

心を躍らせるエンターテインメント性 能

さらなる進 化を遂げ た 応 答 性

フルHD（1,920×1,080ドット）の高解像度パネルを採用しており、映像を細部まで鮮

薄いボディにもかかわらず様々なポートを持たせました。映画や写真を大画面で見

フルHD（1,920×1,080ドット）の高解像度パネルを採用しており、映像を細部

薄いボディにもかかわらず様々なポートを持たせました。映画や写真を大画面

明に映し出します。さらに、オーディオ機器メーカーのBang & Olufsen ICEpower ®

ることができるmicroHDMI、高速なデータ転送を行えるUSB3.0は2ポート搭載。

まで鮮明に映し出します。さらに、オーディオ機器メーカーのBang & Olufsen

で見ることができるMini DisplayPortやHDMI、高速なデータ転送を行える

と共同開発を行った「SonicMaster」テクノロジーで、クリアで豊かなサウンドを実

付属のUSBイーサネットアダプターを使えばLANケーブルでネットワークに接続でき

ICEpower ®と共同開発を行った「SonicMaster」テクノロジーで、クリアで

USB3.0は3ポート搭載。付属のUSBイーサネットアダプターを使えばLANケー

現。あなたのエンターテインメント体験をさらに楽しいものにします。

ます。また、無線LAN規格はIEEE802.11acに対応しているので、高速なアクセスを

豊かなサウンドを実現。あなたのエンターテインメント体験をさらに楽しいも

ブルでネットワークに接続できます。また、無線LAN規格はIEEE802.11acに

行えます。

のにします。

対応しているので、高速なアクセスを行えます。

Microsoft Office
Premiumの紹介

さらなる進 化を遂げ た 応 答 性

ASUS
独自の機能

心を躍らせるエンターテインメント性 能

製品仕様

ノングレア液晶

番

UX305UA-6200
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CPU

■

インテル ®
Core™ i5-6200U
プロセッサー

microHDMI
端子

USB3.0

OS

Windows 10 Home
64ビット

SDカード

メモリ

8GB

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

液晶ディスプレイ

13.3型ワイド
TFTカラーIPS液晶
（フルHD）

小型アダプター

タッチパネル

非搭載

IEEE802.11ac
対応

グラフィックス機能

インテル® HD
グラフィックス 520
（CPU内蔵）

ノングレア液晶

記憶装置

128GB
（SSD）

ビジネス統合アプリ

ー

光学ドライブ

ー

型

番

UX303UB-6200

SonicMaster

CPU

インテル ®
Core™ i5-6200U
プロセッサー

USB3.0

Mini
DisplayPort

OS

Windows 10 Home
64ビット

メモリ

8GB

HDMI 端子

液晶ディスプレイ

13.3型ワイド
TFTカラーIPS液晶
（フルHD）

SDカード

タッチパネル

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

小型アダプター

グラフィックス機能

NVIDIA
GeForce ® 940M
（NVIDIA®Optimus™
Technology対応）

IEEE802.11ac
対応

記憶装置

ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

128GB
（SSD）

ー

ー

®

非搭載

製品
ラインナップ

型

SonicMaster
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Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

［ プレミアム ］マルチメディアノートPC

17.3 15.6 14 13.3

型ワイド

型ワイド

2-in-1ノートPC

15.6

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ スタンダード ］用途から選べるオールマイティノートPC

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

2-in-1ノートPC

エイスース ビボブック シリーズ

ノートPC

充実の機能と上質なデザインで。
N・SERIES

スタンダードを、次のレベルへ

創 造 する、すべ ての人へ。

ノートPC

N552VX

見やすくて迫 力 満 点の 大 画 面
高性能でパワフルな17. 3型ノートPC

ノートPC

4 K 液 晶 搭 載 マルチメディアノートPC
型ワイド

インテル Core i7
®

クアッドコアC P Uの「インテル ® C o re ™ i7- 670 0 H Q プロセッサー」に加えて

NVIDIA GeForce 920M

™

®

All-in-One PC

1TB

創造を瞬時にカタチに。驚異的なパフォーマンス

HDD 1TB

®

などの高いグラフィックス性能が必要な作業も高速に処理します。さらに、DDR4メ
モリを16GB、SSDを256GB搭載。あなたのアイディアを瞬時にカタチにします。

ノートPCの常識を変える

メモリ 8GB

フルHD

/A4110

高品位サウンド

サウンド機能には、オーディオ機器メーカーの
行った「SonicMaster」技術を搭載。ハードウェ

iFデザイン賞 2016年度受賞

ア技術だけでなくソフトウェア技術も組み合わ
せた革新的なサウンドシステムにより、豊かなサ

息をのむほどの繊細さ

ウンド表現を実現します。

4K解像度（3,840×2,160ドット）のIPS液晶がもたらす、超リアルなビジュアル体験。

洗 練されたエレガントなデザイン

の広い色域により、現実に限りなく近い色を再現し、細部まで鮮やかに映し出します。

天板にはASUSロゴが光るイルミネート機能を、スピーカーにはスタイリッシュな円

4K出力に対応しているので、ノートPCでありながらデュアル4Kディスプレイ環境を

形のデザインを採用。スリムでエレガントな筐体は、あなたの生活をスタイリッシュ

簡単に実現できます。

に変えます。自宅や仕事 場に固定で設 置しなければならないデスクトップ PCと違
アを形にすることができます。

型

ASUSロゴが光る
イルミネート機能

スタイリッシュな
円形のスピーカー

CPU

X756UJ-6500

■

インテル®
Core™ i7-6500U
プロセッサー

X555UA-6500F

■

インテル®
Core™ i7-6500U
プロセッサー

■

インテル®
Core™ i5-6200U
プロセッサー

X555UA-62008

X540LA-HSILVER

N552VX-FI135T

20

CPU

■

インテル ®
Core™ i7-6700HQ
プロセッサー

USB type-C

OS

Windows 10 Home
64ビット

メモリ

16GB

Mini
DisplayPort

HDMI 端子

液晶ディスプレイ

15.6型ワイド
TFTカラーIPS液晶
（UHD）

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

SDカード

タッチパネル

グラフィックス機能

非搭載

記憶装置

NVIDIA GeForce
GTX 950M
（NVIDIA®Optimus™
Technology対応）
®

IEEE802.11ac
対応

ビジネス統合アプリ

®

256GB
（SSD）

ー

X540LA-HRED

■

R416SA-3050

■

インテル® Celeron®
プロセッサー N3050

■

インテル®
Core™ i3-5005U
プロセッサー

光学ドライブ

ブルーレイ
ディスクドライブ
（BDXL™対応）

X302LA-5005S

HDMI 端子

メモリ

液晶ディスプレイ

8GB

17.3型ワイド
TFTカラー液晶
（フルHD）

8GB

Windows 10
Home
64 ビット

タッチパネル

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

グラフィックス機能

記憶装置

NVIDIA® GeForce® 920M
1TB
（NVIDIA® Optimus™
（HDD）
Technology対応）

15.6型ワイド
TFTカラー液晶
（フルHD）

15.6型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

SDカード

インテル ®
HD グラフィックス 520
（CPU内蔵）

ビジネス統合アプリ

ー

2TB
（HDD）
1TB
（HDD）
KINGSOFT®
Office Standard

非搭載

光学ドライブ

インテル ®
HD グラフィックス 5500
（CPU内蔵）

500GB
（HDD）

14.0型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

インテル ®
HD グラフィックス
（CPU内蔵）

64GB
（eMMC）

ー

13.3型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

インテル
HD グラフィックス 5500
（CPU内蔵）

500GB
（HDD）

Microsoft Office Home &
Business Premiumプラス
Office 365 サービス

DVD
スーパー
マルチドライブ
（2層ディスク
対応）

4GB

＊1 X555UA-62008、X540LA、R416SA-3050のみ。 ＊2 X756UJ-6500、X555UA-6500F、X302LA-5005Sのみ。

®

ー

製品
ラインナップ

番

USB3.0

■

OS

USB3.0

製品仕様

型

SonicMaster

インテル®
Core™ i3-5005U
プロセッサー

X540LA-HWHITE

SonicMaster

Microsoft Office
Premiumの紹介

▲ その他のディスプレイ

番

ノングレア液晶

ASUS
独自の機能

グレア液晶

い、持ち運び可能なノートPCのため、縛られることなく、どこでもあなたのアイディ

▲ 4Kディスプレイ

周辺機器・
アクセサリー

ダークブラウン

800万ピクセルを超える画素密度とsRGB 100%、Adobe RGB 74％、NTSC 72%

ノングレア液晶

デスクトップPC

Bang & Olufsen ICEpower ®と共同開発を

NVIDIA®
GeForce®
GTX 950M

K20CE/CD

インテル®
Core™ i7-6700HQ
プロセッサー

All-in-One PC

8GB

「NVIDIA ® GeForce ® GTX950M（メモリ2GB）」を搭載し、画像処理や映像処理

21

Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン
2-in-1ノートPC

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

2-in-1ノートPC

自 宅 で もオフィスで も快 適 に
15.6型スタンダードノートPC

型ワイド

X555UA-6500F

HDD 2TB

8GB
メモリ 8GB

ノートPC

2TB
インテル® Core™ i7

フルHD

X555UA-62008

8GB
メモリ 8GB

マルチライセンス対応

インテル® Celeron®

eMMC 64GB

型ワイド

4GB

All-in-One PC

64GB

ブラック

ノートPC

家 で も外で も自 由に使 える
14型スタンダードノートPC

KINGSOFT ® Office Standard

ノートPC

HDD 1TB

N・SERIES

1TB
インテル® Core™ i5

メモリ 4GB

All-in-One PC

グレー

/A4110

ホワイト

4GB

Microsoft Office Home & Business
Premiumプラス Office 365 サービス

ブラック

メモリ 4GB

シルバーグラディエント

楽しさ、さらに広 がる。充 実 のインターフェース

長時間使用も安心。ASUSの画質調節技術

高品 位なサウンドを、思いのままに

本体と一体化したチクレットキーボードは、安定したタイピングが可能です。また、

DVDスーパーマルチドライブを搭載 しているので、DVDムービーをどこでも手軽

ASUSの独自機能「ASUS Splendid Technolog y」は、好みや環境に合わ

臨 場 感 あ ふ れ るサ ウンド を 実 現 する「 S o n i c M a s t e r 」を 搭 載 。さら に 、

タイピングの際に手のひらや手首をのせておくパームレストは、長時間使用しても熱

に鑑賞することができます。HDMIケーブル1本で大画面テレビに接続すれば、
リビン

せて最適なモードを選択し、画面の色域や精度を調整することが可能。ブルー

5つのサウンドモードから最適化された好みのサウンドを選択できる「Audio

くなりにくいASUS独自の「ASUS IceCool Design」を採用し、より快適な操作環

グがたちまちシアターに早変わり。また、USB3.0ポートを搭載しているので、ファイ

ライト軽減モードで、大切な目をブルーライトから守ることができます。

Wizard」により、高品位なサウンドを直感的に切り替えることができます。

境を実現しています。

ル転送もあっという間です。

＊1

通常モード／
ブルーライト軽減モード／
ビビッドモード／手動モード

*1 X302LA-5005S、R416SA-3050は非搭載です。

AudioWizard 設定画面 ＊2
ミュージックモード／ムービーモード／
レコーディングモード／ゲーミングモード／
スピーチモード

*2 搭載する機能や技術は製品によって異なります。また各機能や技術の内容は製品改善のために予告なく変更することがあるので、予めご了承ください。

製品
ラインナップ

ASUS Splendid Technology
設 定 画 面＊2

製品仕様

いつでも、どんな作 業でも快 適に

熱く
ならない
パームレスト

22

メモリ 4GB

Microsoft Office
Premiumの紹介

HDD 500GB

HDD 500GB

4GB

ASUS
独自の機能

インテル® Core™ i3

インテル® Core™ i3

型ワイド

型ワイド
周辺機器・
アクセサリー

500GB

500GB

デスクトップPC

個 性 が 光る3 色のカラー
15.6型 スタンダードノートPC

K20CE/CD

いつで もどこで も持 ち歩 ける
13.3型モバイルノートPC

レッド
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Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

［ モバイル ］薄型・軽量モバイルノートPC

型ワイド

2-in-1ノートPC

11.6

インテル® Atom™ x5 プロセッサー搭載

2-in-1ノートPC

約

軽さ

980g

ノートPC
ノートPC

N・SERIES

ノートPC

タブレットのように気 軽に使える
持ち運びラクラクのノートPC
スリムで軽い本体は、薄さ17.5mm、軽さは1kgを切るわずか約980gです。
フチに丸みを持たせたデザインは薄さを強調し、

All-in-One PC

よりスタイリッシュな仕上がりになりました。カラーバリエーションは、
好みに合わせて選べるダークブルー、ホワイト、ゴールドの3種類を用意しました。
コンパクトなサイズは、タブレットのような気軽さを感じさせ、

/A4110

前モデルよりさらにパフォーマンスとグラフィックス性 能

32GBのeMMCに加えて、32GBのmicroSDカードを付属。さらに、500GB

がパワーアップした最新の「インテル ® Atom™ x5-Z8350

まで使えるオンラインストレージサービス「ASUS Webstorage」も2年間無料

プロセッサー」を搭載。クアッドコアCPUのため、マルチタ

で付いているので、大容量のデータも保存できます。
本体合計

使いやすさが向上した「Windows 10」搭載で、文書作成もエンターテインメン

※ 本体内蔵eMMC32GBに加え、
microSDカード32GB搭載。

2年間
無料利用権
付属

ASUS WebStorage

500GB

トも快適に。また、Microsoft Officeと高い互換性を誇るマルチライセンス対応
「KINGSOFT ® Office Standard」をプリインストール。Officeで作成した文書
をいつでも閲覧、編集することができます。

最 新 無 線L AN規格のIEEE802 .11acに対応しており、従 来の無 線L ANより
マルチライセンス対応

E200HA

から晩までバッテリー残量を気にすることなく使えます。また、バッグに入れて
も邪魔になりにくい小型のACアダプターを付属しているので、旅行や出張な
どの長期間の外出時でもとても快適です。

ゴールド

IEEE802.11ac
対応

micro
SDカード
標準付属

ポートとその 約10 倍 の 速さで データ転 送 が可能なU S B3 .0ポート、さらに

53×53mm

microSDXC対応のmicroSDカードスロットなど、充実したインターフェース
を備えています。

指 先で 直 感 的に 操 作

ゼロ・ブライト・
ドット サービス

小型アダプター

メモリ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

グラフィックス機能

記憶装置

ビジネス統合アプリ

4GB

11.6型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

非搭載

インテル
HD グラフィックス
（CPU内蔵）

32GB
（eMMC）

KINGSOFT®
Office
Standard

microSDカード

時間

ケーブル1本で大画面テレビに接続できるmicroHDMI出力ポート、USB2.0

小型
ACアダプター

［ microSDカード 32GB ］

平均的な11.6型のノートPCに比べ36%大きいサイ

E200HA-8350B

■
■

E200HA-8350G

■

Windows 10 Home
64ビット

®

光学ドライブ

チタッチ対応のASUS Smart Gesture機能によ
り直感的な操作を実現します。マウスを持ち歩かな

ー

くても外出先でも快適に作業を行えます。

［ タッチパッドサイズ ］

×

ヨコ

E200HA-8350W

インテル®
Atom™ x5-Z8350
プロセッサー

OS

タテ

24

CPU

製品
ラインナップ

ズのタッチパッドは、3本指の操作を実現するマル
型 番

製品仕様

microHDMI
端子

ホワイト

最長約

ダークブルー

楽しさ、さらに広がる。充実のインターフェース

Microsoft Office
Premiumの紹介

最長約9.5時間の余裕のあるバッテリー駆動時間で、長時間の外出時でも朝

スタイリッシュな モバイルノートPC

USB3.0

渉が少なく安定した通信を行えます。

外 出も出 張 も安 心のバッテリー

手 軽 に使 える、手 軽 に持 ち運べる。

SonicMaster

画を見たりする場合にも快 適です。5GHz帯の電 波を使 用するので電 波の干

ASUS
独自の機能

も高速なアクセスを行えます。大きなファイルを転 送したりインターネット動

エイスース ビボブック

グレア液晶

つながりやすいネットワーク

周辺機器・
アクセサリー

文 書 作成もエンタメも快 適に

デスクトップPC

モバイルでも大 容 量 データに 対 応

K20CE/CD

コンパクトでも、驚きのパフォーマンス性能

スクをこなし、複数作業も同時に行えます。

All-in-One PC

家や職場や外出先でさまざまな用途に利用できます。

mm
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/ A4110

Intel Inside 圧 倒 的 な パ フォーマンスを
®

今すぐ欲しい！ASUSの最新一 体型PC

［ プレミアム ］一体型PC
タッチ対応 *

型ワイド

®

今すぐ欲しい！ASUSの最新一 体型PC

［ スタンダード ］一体型PC

21.5 15.6

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

型ワイド

2-in-1ノートPC

23.8 21.5

Intel Inside 圧 倒 的 な パ フォーマンスを

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載

* ZN220ICGK-I5G930MXは、タッチ未対応です。

2-in-1ノートPC

性能にもデザインにも妥協しない、

スリムでスマートな液晶一 体型PC

プレミアム液晶一 体型PC

□ スマートにシェイプされたボディの奥行きは約18.1cm。置き場所を選ばず、

ノートPC

日常のコンピューティングをもっと快 適に

どんな部屋にも違和感なく調和します。

ノートPC

N・SERIES

創造 力に、もっと自由を。

□ フルHD対応の高精細な画面、A SUS独自の高音質サウンドシステムにより、

確 かな 技 術 が 生 んだ 高 い デ ザイン 性 。

エンターテインメントもしっかり楽しめます。常に最新バージョンが使える

こだ わりは 細 部 に 表 れる

Officeも搭載しています。

ノートPC

1枚アルミから削り出されたスリムなユニボディにヘアラインを纏い、リビングでも
書斎でも、その空間を美しく演出します。前面下部にあしらわれた「Zen」シリーズ
特有のスピン加工、「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
など、創り手のこだわりが細部にまで注ぎ込まれたZen AiO ™ は、見る人の感性を

ノングレア液晶

圧 巻 のスピードとパワー

型

番

スの第6世代インテル ® Core ™ i7 プロセッサー*と余 裕の16G B *のメインメモリ。

OS

■

インテル
Core™ i3-5005U
プロセッサー

■

インテル ®
Celeron ®プロセッサー
N3050

HDMI 端子

メモリ

IEEE802.11ac
対応

SDカード

液晶ディスプレイ

タッチパネル

®

V220IAUK-I35005U

V220IBUK-N3050

グラフィックス機能

インテル
HD グラフィックス
5500（CPU内蔵）

記憶装置

ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

®

Windows 10
Home
64 ビット

21.5型ワイド
TFTカラー液晶
（フルHD）

4GB

非搭載

/A4110

インテル®
HD グラフィックス
（CPU内蔵）

DVD
スーパー
マルチドライブ
Microsoft Office Home and （2層ディスク
Business Premium プラス
対応）
Office 365 サービス
ー

1TB
（HDD）

All-in-One PC

さらに、128GBの高速SSDにより、複数の作業も驚くほどスピーディに実行できます。
HDDは大容量1TB、高解像度の写真や動画もたっぷり保存できます。

USB3.0

CPU

一 瞬のひらめきを、一秒でも速くカタチにするために。搭 載したのは、最 上位クラ
クールゴールド

ASUS
SonicMaster

All-in-One PC

刺激し、使う人の創造性を遺憾なく引き出します。

K20CE/CD

驚くほどリアルな映 像
NTSC: 82%
Adobe RGB:85%
sRGB:100%

*のIPS液晶
4K解像度（3,840×2,160ドット）
ディスプレイがもたらす、圧倒 的なビジュア
ル 体 験。8 0 0万ピクセルを超 える画 素 密 度
100%の幅広い色域により、現実に限りなく

5

*

A4110

3

近い色を再 現し、細 部まで 鮮やかに映し出
します。

3

* ZN220ICGK-I5G930MXはフルHD液晶ディスプレイとなります。

ゲーミングクラスの外付けグラフィックス機

約

短縮できます。

CPU

Z240ICGT-128SSD

インテル®
Core™ i7-6700T
プロセッサー

ZN220ICGK-I5G930MX

インテル ®
Core ™ i5-6200U
プロセッサー

GPU 搭載

USB type-C*

OS

*2 Z240ICGT-128SSDの場合。

HDMI 端子

メモリ

液晶ディスプレイ

16GB

23.8型ワイド
TFTカラー液晶
（QFHD）

8GB

21.5型ワイド
TFTカラー液晶
（フルHD）

Windows 10 Home
64 ビット

* Z240ICGT-128SSDのみ。ZN220ICGK-I5G930MXはUSB3.0とUSB2.0を搭載しています。

SDカード

グレー

画面にはタッチパネルを採用しています。
□ 使いやすく進化したWindows 10を搭載しており、付属のキーボードとマウスでの操作はもちろん、タブレット感覚でカジュアルに使うことも可能です。

IEEE802.11ac
対応

タッチパネル

グラフィックス機能

記憶装置

搭載

NVIDIA® GeForce ® GTX
960M（NVIDIA® Optimus™
Technology対応）

1TB
（HDD）

非搭載

NVIDIA® GeForce ® 930MX
(NVIDIA® Optimus™
Technology対応)

128GB
（SSD）

ビジネス統合アプリ

グレア液晶

光学ドライブ
型

ー

ー

番

A4110-10HBLK

■

SonicMaster

USB3.0

HDMI 端子

D-Sub 15ピン

シリアルポート

SDカード

IEEE802.11ac
対応

CPU

OS

メモリ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

グラフィックス機能

記憶装置

ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

インテル® Celeron®
プロセッサー N3150

Windows 10 Home
64 ビット

4GB

15.6型ワイド
TFTカラー液晶
（WXGA）

搭載

インテル ®
HD グラフィックス
（CPU内蔵）

500GB
（HDD）

ー

ー

製品
ラインナップ

26

番

USB3.0

□ キックスタンドを搭載したシンプルなスタイルに、4GBのメモリーをはじめ、実用的なスペック、インターフェースをしっかり装備。

製品仕様

型

SonicMaster

CPU のみ

倍

速い処 理

*1Adobe Premiere Pro CCを使用。4Kの映像ソースにいくつかのエ
フェクトをかけた状態で1/2スケールでプレビューを実施した自社調べ。

コンバーチブルスタイルPC

Microsoft Office
Premiumの紹介

も、コマ落ちのないスムーズなプレビューが

グレア液晶

壁掛けもできる

*2

3

可能。また、完成後の書き出し時間も大幅に

タッチ対応

シンプルでフレキシブル

動画エフェクト時 の
プレビューのスムーズさ（fps）
*1

能を搭載し、ストレスのない快適な編集環境
を実現。高度なエフェクトを適用した動画で

7

ASUS
独自の機能

圧 倒 的なグラフィックス性 能

5

周辺機器・
アクセサリー

とNTSC82%、Adobe RG B85%、sRGB

7

デスクトップPC

* ZN220ICGK-I5G930MXのCPUは、インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー、メモリ8GBとなります。

27

Intel Inside 圧 倒 的 な パ フォーマンスを
®

K20CD/CE
［ プレミアム/ベーシック ］マルチメディアデスクトップPC

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載
商品名

型番

DCプラグ

対応機種

PAD-18 10W
ADAPTER/JP

90XB01PP-MPW050

MicroUSB

N18W-01
ADAPTER/JPN

90XB02RN-MPW050

MicroUSB

N24W-01
ADAPTER/JPN/12V/
M-PLUG/6PCS

90XB02YN-MPW020

M-plug

C100PA/C201PA

0889349118801

N33W-01 ADAPTER

90XB02SN-MPW020

M-plug

X205TA、E200HA、E202SA、L202SA、E205SA、E205SA、TP200SA

0889349006214

N45W-C1
ADAPTER/JPN/BK

90XB03UN-MPW030

USB Type-C

T303UA

0889349499917

18W：T100TAF、T100TAL、T100CHI、T100HA、T102HA
10W：M80TA、R80TA、L80TA、T100TA、T100TAM、T100TAF、T101HA、H101HA、TX201LAF

0886227648979

0889349003732

45W：T200CA、UX31A/LA、UX32A/LA/VD、UX302LA/TX201LA/LAF、UX31LA、UX302LA/LG、X202E、
TAICHI21/31、UX301LA、UX302LA、T300LA、UX303LA、UX32LA、UX305CA/FA/LA、X302LA、
TP300LA/LJ/UA

0884840046516

65W：X302LJ、UX301LA、UX302LG、UX303LA/LB/LN、UX32LN、TP300LD/LJ、X556UJ
33W：X551MA、X451MA、X751MA、K751SA
45W：X550LA/WA、X551CA/LA、X554LA、F554LA、X555LA/YA/DA/UA、X750LA、X756UA、N541LA、
TP550LA
90XB00BN-MPW0A0

ø5.5mm

65W：K56CA/CB/CM、D550CA、K550CA、S300CA、S301LA/LP、S400/CA、S405CA、S451LA、
S500CA、S550CA/CB/CM、S551LA/LB、TP500LA/LB/LN、TP550LA/LD/LJ、X301A、X501A/
U、X502CA、X550BA/BP/CA/CC/CL/DP/EA/EP/LA/LB/LC/LD/LN/MD/MJ/VB/VL/WE/ZA、

0889349053706

ø2.5mm

EeePC 30/40W

ø3.0mm

UX21E/UX31E
33W：T300FA、T300CHI、T200TA

All-in-One PC

X555DG/LB/LD/LF/LI/LN/UB/UJ/YI、X550CA/CC/VC/VL/LA/ZE、X551CA/MA/MAV、X552WA/
VL/LAV/LDV、F552WA、K552WA、X555LA/UA、X750LB/LN、X751LA/LB/LD/LJ/MD/MJ/LDV、
X756UA/UB/UJ、GL752VW

4K 対応のマルチメディアPC

33W：C200M A、C300M A、F102B、X102BA /M A、X200E/CA /L A /M A、F200CA、X201E、X202E、
E402MA、E403SA、X453MA/SA、R413SA、

2

臨場感のあるサウンドを提 供し、本格的なホームエンターテインメントが手軽に楽
2

インターネットには無 線で 高 速 接 続
わずらわしいケーブル 接 続が必 要ない無 線 L A N 機 能は、I E E E8 02 .11a c 規 格に

ø4.0mm
90-XB3J00PW00010

に楽しめます。また、U SB2 .0ポートとその約10 倍の速さで データ転 送 が可能な
USB3.0ポート、6種類のメモリカードに対応するカードリーダーなど、充実したイン
ターフェースを備えています。

65W：X301A、X302LA、X303UA /UB、UX32LN、UX301LA、UX302LG、UX303LA /LB/LN/UA /UB、
TP300LD/LJ、S300CA、S301LA/LP、S400/CA、X401A/U、X402CA、S405CA、R405CA、X450CA/
CC/CP/CF/E A /EP/LD/M D/M J/VE/VP、S451L A、S500CA、S550CA /CB/CM、S551L A /LB、
TP500LA/LB/LN、X501A/U、X502CA、TP550LA/LD/LJ、X550BA/BP/CA/CC/CL/DP/EA/EP/LA/
LB/LC/LD/LN/MD/MJ/VB/VL/WE/ZA、X552VL、X556UJ、X555DG/LB/LD/LF/LJ/LN/UB/UJ/YI、
X750LB/LN、X751LA/LB、X756UB/UJ

0886227329373

K20CE/CD

対応。高速なインターネット接 続で4Kの動 画や音楽のストリーミングなどを快 適

45W：X202E、T200CA/TA、F200CA、UX31A/LA、UX32A/LA/VD、UX301LA、UX302LA、UX303LA、
X305UA、U38CA/N/DT、X302LA、T300LA、TD300LA、UX305CA/FA/LA/UA、TP300LA/LJ/UA、
X54H、D540SA、R540SA、R541UA、X540LA/SA、X541UA、X553MA/SA、TAICHI21/31

33W：X451MA、X551MA/CA/LA、R512MAV、F551MAV、X751MA/SA、K751SA、

ø5.5mm

とっても小さくて低 消 費 電 力
用途に合わせて選べるCPU

約83.79Wと、一 般的なデスクトップパソコンのわずか1/2以下の消費電力なので、

最高クラスの処理能力を誇るインテル ® Core™ i7 プロセッサー搭載モデル、写真の

電気代を気にせず毎日思う存分使えます。

編集などの作業に最適なインテル ® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、日常作業が

ø3.0mm

ストレスなく動かせるインテル ® Celeron ® プロセッサー搭載モデルの3つの中から、

K20CD

33W：T300FA、T300CHI、T200TA

33W：X102BA/MA、X200CA/LA/MA、X202E、X453SA/MA、X553MA、C200MA、C300MA、E402MA、
X453SA/MA、
ø4.0mm

U90W-01
ADAPTER/JP

約 200 W

65W：X302LJ、UX32LA/LN/VD、UX301LA、UX302LA/LG、UX303UA/UB/LA/LB/LN、UX305CA/FA/LA、
TP300LA/LD/LJ/UA、X556UJ
90XB014N-MPW060

インテル® Core™ i7

インテル® Core™ i5

45W：TAICHI21/31、T200CA、X202E、X302LA、UX31A/LA、UX32A、UX302LA/LG、UX360UA、X540LA/
UA、R541UA、X541UA、R541UA、F540LA、N542LA

インテル® Celeron®

ø4.5mm

BU400A、BU401LA/LG、P452LA/LJ/SA/SJ、P552LA/LJ/SJ、P751JA、P2420LA、P2520LA/SA、N501VW

0886227526208

Microsoft Office
Premiumの紹介

約 83.79 W

当社製デスクトップPC

UX21E/UX31E

UX21A、S200

用途に合わせて選ぶことができます。

消費電力 約1/2 以下

65W：S300、S301LA/LP、S300CA、S301LA/LP、S400/CA、S405CA、S451LA、S500CA、S550CA/CB/
CM、S551LA/LB、R405CA、TP500LA/LB/LN、TP550LA/LD/LJ、X501A、X402CA、X301A、X401A/
U、X450CA/CC/CP/CF/EA/EP/LD/MD/MJ/VE/VP、X455LB/LD/LF/LJ/LN、X501A/U、X502CA、
X550BA/BP/CA/CC/CL/DP/EA/EP/LA/LB/LC/LD/LN/MD/MJ/VB/VL/WE/ZA、X555LA/LB/YA/
DA/UA/DG/LB/LD/LF/LJ/LN/UB/UJ/YI、X750LA/LB/LN、X751LA/LB/LD/LJ/MD/MJ、X756UB/UJ

ASUS
独自の機能

が小さいだけでなく、消 費 電 力が少ないことも大きな特 徴です。最 大 消 費 電 力が

周辺機器・
アクセサリー

45W：E403SA、X450EA /LA、X451/M A /CA、X455LA /WA、N542LA、X550LA /WA、X551CA /LA、
X555LA/YA/DA/UA、X750LA、X756UA、N541LA、TP550LA

本体 の 横 幅 は わずか9 6 m m 。置き場 所を選 ば ない 小さなパ ソコンです。大きさ

デスクトップPC

* 別途4K対応ディスプレイが必要となります。 * 別途スピーカーが必要となります。
1

65W-02 SLIM
ADAPTER/BK/US

/A4110

精 細で 美しい 4 K 出 力に対応 。目を奪 われるほどに鮮 明で 迫 力のあるビジュアル
体験を、家にいながら簡単に楽しむことができます。さらにSonicMaster技術* が

All-in-One PC

UX21A、UX42VS、UX50、UX52VS、S200、

*1

4 Kで 本 格 的なエンターテインメント体 験

（ Core™ i5搭載モデル ）

ノートPC

N65W-03
ADAPTER/ACJ/
V2/19V/3PIN/
6PCS GIFT

省スペースなのにパワフル

最大消費電力量比較

ノートPC

ø4.0mm

ノートPC

K20CD/CE

90-XB3NN0PW00040Y

N・SERIES

N65W-02
ADAPTER/BK/JP

2-in-1ノートPC

M80TA、R80TA、L80TA、T100TA、T100TAM、T100TAF、T101HA、H101HA、TX201LAF

JANコード

33W：X102BA/MA、X200CA/LA/MA、X202E、X453MA、X553MA、C200MA、C300MA、E502MA、
E402MA、E403SA

しめます。

2-in-1ノートPC

ASUS 純正アダプター対応表

今すぐ欲しい！ASUSのデスクトップPC

33W：E403SA、R416SA、X551MA、X451MA、X751MA、K751SA
45W：X450EA/LA、X451/MA/CA、X455LA/WA、X550LA/WA、X551CA/LA、X555LA/YA/DA/UA、
X750LA、X756UA、TP550LA

SonicMaster

番

CPU

■

インテル®
Core™ i7-6700 プロセッサー

K20CD-I56400

■

インテル®
Core™ i5-6400 プロセッサー

K20CE-N3050

■

インテル®
Celeron プロセッサー N3050

K20CD-I76700

28

HDMI 端子

®

D-Sub 15ピン

6-in-1
カードリーダー

OS

Windows 10 Home
64ビット

IEEE802.11ac
対応

メモリ

グラフィックス機能

8GB

インテル®
HD グラフィックス 530
（CPU内蔵）

4GB

インテル ® HD グラフィックス
（CPU内蔵）

記憶装置

1TB
（HDD）

ビジネス統合アプリ

光学ドライブ

ー

DVDスーパーマルチドライブ
（2層ディスク対応）

90W：X450/CF/JB/J/JF/JN/VB/VC/VE/VF/VP/ZE、X55VD、X550DP/ZE、X555DG、X750JA/JB/JN/VB、
X751LK/LX、X756UX、N550JA/LF/ZE、N750JA/JB/JV

N90W-03
ADAPTER

90XB00CN-MPW060

ø5.5mm

X450JB/VC、N550JA/LF/ZE、N750JA/JB/JV、X550DP/ZE、X555DG、X750JA/JB/JN/VB、X751LK/LX、
X756UX

0886227353576

N120W-02
ADAPTER/JP

90XB00DN-MPW070

ø5.5mm

N56VJ、N550JK/JX/JV、N552VX、N750JB/JK/JV、N751JK/JM/JW/JX、R401VM/VJ/VZ、R501VJ/
VM/VZ、X550JD/JF/JK/JX、X550JX/JF、X750JB/JN、X751JK、X750JB/JV/JK/JN、G550JX、G551JW、
G551JX、GL552JX/VW、N551JB/JW/JX

0886227557875

製品
ラインナップ

型

USB3.0

65W：S300、S301LA/LP、S300CA、S301LA/LP、S400/CA、S405CA、S451LA、S500CA、S550CA/
CB/CM、S551LA/LB、R405CA、TP500LA/LB/LN、TP550LA/LD/LJ、X301A、X401A/U、X501A/
U、X502CA、X550BA/BP/CA/CC/CL/DP/EA/EP/LA/LB/LC/LD/LN/MD/MJ/VB/VL/WE/ZA、
X552VL、X555DG/LB/LD/LF/LI/LJ/LN/UB/UJ/YI、X750LB/LN、X751LA/LB/LD/LJ/MD/MJ、
X756UB/UJ

製品仕様

ø5.5mm
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Intel Inside 素 晴 らし い 体 験 を
®

Office

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

2-in-1ノートPC

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

いつでも最新のOfficeをあなたの毎日に

2-in-1ノートPC

ASUS の Office Premium 搭載製品を選んで、さらに活用しよう！

ノートPC

Microsoft Office Mobile プラス
Office 365 サービス

ノートPC

N・SERIES

ASUS独自の機 能 で、

ノートPC

※

デジタルライフをもっと快 適に
高品位なサウンドを、思いのままに

ブルーライトの軽減も行える画質調節技術

ディオシステム。それが「S o ni c M a s te r」
テクノロジーです。その製品に合わせた最

常に最新バージョンへアップグレードできるOffice Premium

画 面 の 色 味 など を自 分 で 細 かく設 定 で きるほ か、普 段 の 使 用 に 最 適 な「 通 常 」
モード、写真などを鮮やかに見せる「ビビッド」モード、目にやさしい「ブルーライト
軽減」モードの3つの画質プリセットを用意しました。とくにブルーライト軽減モー
ドでは、ピクセルごとにブルーライトの有 無を分析し、ブルーライトが出ているピ

の

クセルにのみ処 理を行うことで、自然な画 質を維 持しつつブルーライトの軽 減を
行えます。

ピーカー、高い 精 度のコーデックなど、他
と一線を画す高水準のハードウェアとソフ
トウェアを組み合 わせることで、ワイドレ
ンジでより量 感のある音圧、スーパークリ
りなく近い最高峰の音質を実現しています。

［ Office Home & Business ］

［ Office Mobile ］
現在のバージョン

パワフルな
出力

搭載

ASUS Splendid 設定画面

ノーマルモード

搭載

無料で最新バージョン
へのアップグレード

周辺機器・
アクセサリー

アなボーカルと響き渡る重低音、原音に限

最新バージョン発売

の

幅広い
サウンド
レンジ

明瞭な
ボーカル

Officeがいつでも最新！

デスクトップPC

より深く
豊かな
重低音

K20CE/CD

大 の 容 量 の チェンバー、最 適 化 され たス

臨場感のある
サラウンド
サウンド

透明感のある
クリアな
サウンド

/A4110

とソフトウェア で 実 現 する 革 新 的 な オー

All-in-One PC

ASUS Splendid

SonicMaster
臨 場 感 あ ふ れるサウンドをハードウェア

All-in-One PC

Microsoft Office Home & Business
Premium プラス Office 365 サービス

ブルーライト軽減モード

精 細で鮮 明な画 面を映し出す画像 処 理 技 術

ASUS Giftbox

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
レームに対してピクセル単位でのヒストグラムの分析を行い、表示内容に合わせた
最 適なコントラスト調 整を行うことで、通 常の 液 晶では 得られないような美しく
鮮明な表示を実現しています。

A SUS G i f t b oxソフトを開けば、A SUSがオススメするさまざまなソフトや無 料
サービスの案内、割引特典の情報などを簡単に手に入れることができます。ゲーム
に、ユーティリティに、ビジネス関係のソフトなど、便利な情報が満載です。表示内
容はカテゴリごとに分 類されているので直感的で見やすく、自分が興味を持ってい
るソフトや情報をすぐに見付けることができます。

Support

さまざまなデバイスで
Officeが使える
の

1TBの大容量オンライン
ストレージが無料

毎月60分無料の
世界通話

安心の無料電話サポート
の

の

の

の

の
の

を分析し、その結果を元に自動でコントラストの調整

行うことで、よりくっきりとした精細な画面表示を実

を行います。

現します。

の
の

P

の

製品
ラインナップ

液晶に表示されるすべてのフレームに独自の最適化を

製品仕様

の

画面の表示内容に対してピクセル単位でヒストグラム

Microsoft Office
Premiumの紹介

細 部までくっきりとした精 細 な 表 示を実 現します。また、同 様 にすべ ての 表 示フ

1年間無料で使えるOffice 365サービス

楽しいソフトや情報をASUSが厳選してお届け

A SU S Tr u2L i f e V i d e oは、より鮮 明で 精 細な画 面を表 示するための 技 術です。

ASUS
独自の機能

ASUS Tru2Life Video

の

▲

http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/default.aspx

※ 搭載する機能や技術は製品によって異なります。また各機能や技術の内容は製品改善のために予告なく変更することがあるので予めご了承ください。
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※ 2016年9月現在
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脱着式ノートPC 製品仕様
シリーズ名

T303UA-512S
（チタニウムグレー）

型番（本体カラー）

ASUS TransBook™ シリーズ

※1. プリインストールされているOS以外

T303UA

T102HA

T101HA

※2. メモリの増設や交換はサポートして

T303UA-6200GY
（チタニウムグレー）

CPU名
CPU

ASUS TransBook™ Mini シリーズ

動作周波数

OS ※1

T102HA-128S
（グレー）

T102HA-8350G
（グレー）

T101HA-GRAY
（メタルグレー）

T101HA-PINK
（ピンクゴールド）

T101HA-GREEN
（ミントグリーン）

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

インテル ® Core™ i5-6200U プロセッサー

インテル ® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

2.3GHz（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2.8GHｚ）

1.44GHz（インテル ® バースト・テクノロジー対応：最大1.92GHｚ）

インテル ® スマート・キャッシュ 3MB

インテル ® スマート・キャッシュ 2MB

Windows 10 Home 64ビット

Windows 10 Home 64ビット

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。

2-in-1ノートPC

キャッシュメモリ

T303UA-6200GD
（シャンパンゴールド）

はサポート対象外となります。

2-in-1ノートPC

製品名

ASUS TransBook™ 3 シリーズ

※5. システム領域が存在するので、左記
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. 赤外線（IR）カメラにより、Windows
Helloをサポートしています。実際の

8GB

標準 ※2

4GB

2GB

推奨動作距離は、ご利用するアプリ

メインメモリ

などにより異なります。
仕様

LPDDR3-1866

DDR3L-1600

12.6型ワイドTFTカラータッチスクリーン ワイドビュー液晶

10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーン ワイドビュー液晶

グレア

グレア

2,880×1,920ドット（WQ＋）

1,280×800ドット（WXGA）

搭載

搭載

インテル ® HD グラフィックス 520（CPU内蔵）

インテル ® HD グラフィックス（CPU内蔵）

メインメモリと共有

メインメモリと共有

最大3,840×2,160ドット

最大1,920×1,080ドット

※7. IEEE802.11a/n/acは、5GHz帯を
サポートしています。電波法により、

表面仕様
解像度
表示機能

タッチパネル

外部ディスプレイ出力 ※4

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。
※9. 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。
※10. 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。

ノートPC

ビデオメモリ ※3

W52/ W5 3は屋内使用に限ります。
※8. データ転送と映像出力をサポートし

N・SERIES

グラフィックス機能

ノートPC

液晶ディスプレイ

※11. 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。

eMMC ※5

128GB

64GB

※12. 同梱の手順に沿って｢3製品共通ライ

タブレット

センスカード」に記載のシリアル番
SSD ※5

スピーカー

号を入力してください。

512GB

ー

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）

アレイマイク内蔵

アレイマイク内蔵

赤外線（IR）
カメラ ※6
192万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）
1258万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）

192万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）

※13. U S B A C 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。

サウンド機能
マイク

センサ

カタログについてのご注意
●

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
無線LAN ※7

加速度センサ、磁気センサ、指紋認証

加速度センサ、ジャイロスコープ、磁気センサ
IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.1

Bluetooth®4.1

10点マルチタッチ・タッチスクリーン（静電容量方式）

10点マルチタッチ・タッチスクリーン（静電容量方式）

●

Bluetooth 機能
タブレット

®

ポインティングデバイス

●

入力機能

キーボードカバー/
キーボードドック

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

マルチタッチ・タッチパッド

外部ディスプレイ出力

HDMI×1

microHDMI（タイプD）×1

USBポート
インターフェース

バッテリー
駆動時間 ※10

USB2.0×1、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

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 ※9

マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

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）

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）

タブレット

約5.02時間

約12.6時間

約13.6時間

約5時間

約12.5時間

約12.9時間

●

タブレット

約3.0時間

約3.5時間

約6.1時間

タブレット＋キーボードカバー/キーボードドック

約3.2時間

約3.5時間

約6.2時間

●

●

タブレット＋キーボードカバー/キーボードドック

消費電力

●

最大約45W

最大約18W

最大約10W

N区分 0.021（AAA）

Y区分 0.029（AAA）

Y区分 0.014（AAA）

幅298.8mm×奥行き210.1mm×高さ8.35mm

幅259mm×奥行き170mm×高さ8.2mm

幅261mm×奥行き175mm×高さ9mm

幅299.14mm×奥行き225.27mm×高さ14.35mm

幅259mm×奥行き170mm×高さ13.9mm

幅261mm×奥行き175mm×高さ20mm

タブレット

約790g

約540g

約580g

タブレット＋キーボードカバー/キーボードドック

約1100g

約790g

約1080g

本体（タブレットおよびキーボードカバー）
：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 ※11

本体（タブレットおよびキーボードカバー）
：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 ※11

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 ※11

エネルギー消費効率（2011年度基準）
タブレット
タブレット＋キーボードカバー/キーボードドック

●

本 カ タ ロ グ の デ ィス ク 容 量 は 、
1MB=1,000Kbyte、
1GB=1,000Mbyte
換算値です。1MB=1,024Kbyteで換算
した場合、表記上同容量でも、実容量
は少なくなりますのでご注意ください。
パソコンで 作成したDV D（外付け光
学 ディスクドライブで 作 成した D V D
を含む）はご使 用いただくプレーヤー、
記録媒体または記録状態などによって
再生できない場合があります。
プリインストール/添付アプリのバー
ジョン/レベルや詳細機能は、予告なく
変更されることがあります。また、一部
機能が制限される場合があります。
プリインストール/添付アプリは、市販
のパッケージ 商品と、添付品・マニュ
アルなどにおいて一部異なるものがあ
ります。また 、マニュアルなどの 記 載
については、一部汎用的な表記を使用
している場合や、アプリのヘルプ機 能
でそれを代用しているものがあります。
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。

Microsoft Office
Premiumの紹介

サイズ
（突起部除く）

USB3.0×1、microUSB×1

タブレット

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。

質量

ビジネス統合アプリ

Microsoft Office Home and Business Premium
プラス Office 365 サービス

主な付属品

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、スタイラスペン（ASUS Pen）
0889349457023

0889349457030

USB ACアダプターセット ※13、製品マニュアル、製品保証書、スタイラスペン（ASUS Pen）
0889349457047

0889349498071

→P8

0889349498088

USB ACアダプターセット ※13、製品マニュアル、製品保証書
0889349457092

0889349457108

→P12

Intel Inside
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Microsoft Office Mobile

圧 倒 的 な パフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSのノートパソコン

0889349457115

→P14

インテル® Core i5 プロセッサー搭載

製品
ラインナップ

JANコード

Microsoft Office Mobile
プラス Office 365 サービス

KINGSOFT® Office Standard ※12

製品仕様

保証期間

ASUS
独自の機能

バッテリー
充電時間

●

印刷の都合によりカタログの製品写真
と実 物では色 彩が異なる場 合があり
ます。

周辺機器・
アクセサリー

電源

Thunderbolt（Type-C）※8×1、USB3.0×1

●

写真は英語キーボードになっております
が、製 品では日本 語キーボードとなり
ます。

デスクトップPC

87キー日本語キーボード

画面はハメコミ合成です。

K20CE/CD

87キー日本語キーボード（イルミネートキーボード）

本カタログには 、日本 における名 称 、
表記を記載しております。海 外での名
称、表記とは異なる場合があります。

/A4110

●

本カタログで使用している製品の写真
は開発中のものもあります。そのため
実際の製品とは異なる場合があります。
また、記載している仕様、デザインなら
びにサービス内容などは改善のため予
告なく変更することがあります。

All-in-One PC

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

通信機能
®

All-in-One PC

Webカメラ

ノートPC

記憶装置

ー
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ノートPC 製品仕様
ASUS ZenBook™ シリーズ

シリーズ名

型番（本体カラー）
CPU名

動作周波数

キャッシュメモリ

UX360UA

UX305UA

UX303UB

N552VX

X756UJ

UX360UA-6500
（グレー）

UX305UA-6200
（ブラック）

UX303UB-6200
（スモーキーブラウン）

N552VX-FI135T
（ウォームグレー）

X756UJ-6500
（ダークブラウン）

インテル ® Core™ i7-6500U プロセッサー

インテル ® Core™ i5-6200U
プロセッサー

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）

2.3GHz（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2.8GHz）

2.6GHz（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3.5GHz）

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）

2.3GHz（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2.8GHz）

2.0GHz

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

インテル ® スマート・キャッシュ 3MB

®

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

ー

モバイル インテル ® HM170 Express

ー

8GB

16GB

13.3型ワイドTFTカラータッチスクリーン
（LEDバックライト）
グレア

ノングレア

非搭載

外部ディスプレイ出力 ※5
SSD ※6

サポートしています。電波法により、

ノングレア

ノングレア

グレア

1,920×1,080ドット（フルHD）

1,366×768ドット（WXGA）

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。

2GB ※4

2GB ※4

最大3,840×2,160ドット

最大3,840×2,160ドット

最大3,840×2,160ドット

256GB

ー

インテル ® HD グラフィックス 520（CPU内蔵）

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。

め対象外となります。

ー
ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応）

DVDスーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）

ー

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（1層・2層）、
DVD-RW最大8倍速、DVD＋R最大8倍速（1層・2層）、
DVD＋RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速、
BD-ROM最大6倍速（1層・2層）、BD-R1層・2層：最大6倍速/
3層・4層：最大4倍速、BD-RE1層・2層：最大6倍速/3層：最大2倍速

CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、CD-R最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速、
DVD-R最大8倍速（1層・2層）、DVD-RW最大8倍速、DVD＋R最大8倍速（1層・2層）、
DVD＋RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速

書き込み速度

ー

CD-R最大24倍速、CD-RW最大4倍速、DVD-RAM最大5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、
BD-R1層・2層：最大6倍速/3層・4層：最大4倍速、
BD-RE最大2倍速（1層・2層・3層）

CD-R最大24倍速、CD-RW最大4倍速、DVD-RAM最大5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

インテル ® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

インテル ® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

アレイマイク内蔵

アレイマイク内蔵

アナログマイク内蔵

92万画素Webカメラ内蔵

30万画素Webカメラ内蔵

ー

ー

●
●

●

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth®4.0

●

IEEE802.11b/g/n

Bluetooth®4.0

Bluetooth®4.0

ー

Bluetooth®4.0
●

キーボード
入力機能

外部ディスプレイ出力
USBポート
インターフェース

10点マルチタッチ・タッチスクリーン、
マルチタッチ・タッチパッド

エネルギー消費効率（2011年度基準）
サイズ（突起部除く）

●

HDMI×1、Mini DisplayPort×1

USB3.1（Type-C）×1、USB3.0×2

USB3.0×2、USB2.0×1

USB3.0×3

USB3.1（Type-C）×1、USB3.0×3

マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1

USB3.1（Type-C）×1、
USB3.0×1、USB2.0×2

マイクロホン/ヘッドホン･コンボジャック×1 ※10

USB3.1（Type-C）×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

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
リチウムイオンバッテリー（4セル）

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）

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※10

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12.3時間

約12時間

約8.2時間

約2.8時間

約3.1時間

約2.9時間

約2.5時間

約2.8時間

約2.8時間

約1.4時間

最大約45W

最大約45W

最大約65W

最大約120W

最大約65W

約6.5時間

約4.2時間

約2.9時間

N区分 0.014（AAA）

N区分 0.024（AAA）

ー ※12

M区分 0.019（AAA）

幅323mm×奥行き223mm×
高さ19.2mm

幅383mm×奥行き260mm×高さ29.9mm

幅415mm×奥行き273.5mm×
高さ30.75mm

幅382mm×奥行き256mm×高さ25.8mm

幅381.4mm×奥行き251.5mm×高さ27.2mm

約1.45Kg

約2.53Kg

約2.7kg

約2.2kg

約1.9kg

KINGSOFT® Office Standard 30日間無料体験版

KINGSOFT® Office Standard 30日間無料体験版

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、
USBイーサネットアダプター、専用スリーブ
0889349312056

→P16

→P18

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

0889349316023

0889349258149

→P19

プリインストール/添付アプリのバー
ジョン/レベルや詳細機能は、予告なく
変更されることがあります。また、一部
機能が制限される場合があります。
プリインストール/添付アプリは、市販
のパッケージ 商品と、添付品・マニュ
アルなどにおいて一部異なるものがあ
ります。また 、マニュアルなどの 記 載
については、一部汎用的な表記を使用
している場合や、アプリのヘルプ機 能
でそれを代用しているものがあります。
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。

N区分 0.015（AAA）

N区分 0.014（AAA）

N区分 0.034（AAA）

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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※13
KINGSOFT® Office Standard
30日間無料体験版

KINGSOFT® Office Standard ※14

KINGSOFT® Office Standard ※14

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

0889349311813

→P20

0889349171257

→P21

Intel Inside

圧 倒 的 な パフォーマンスを

0889349171295

0889349456996

0889349457009

→P22

今すぐ欲しい！ASUSのノートパソコン

0889349457016

→P22

インテル® Core i7 プロセッサー搭載

製品
ラインナップ

0889349484258

ACアダプター、製品マニュアル、
製品保証書、USBイーサネットアダプター、
Mini DisplayPort - VGAアダプター、
専用スリーブ

パソコンで 作成したDV D（外付け光
学 ディスクドライブで 作 成した D V D
を含む）はご使 用いただくプレーヤー、
記録媒体または記録状態などによって
再生できない場合があります。

製品仕様

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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※13

本 カ タ ロ グ の デ ィス ク 容 量 は 、
1MB=1,000Kbyte、
1GB=1,000Mbyte
換算値です。1MB=1,024Kbyteで換算
した場合、表記上同容量でも、実容量
は少なくなりますのでご注意ください。

最大約45W

幅324mm×奥行き226mm×
高さ16.05mm

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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※13

●

約2.4時間

N区分 0.009（AAA）

約1.3Kg

●

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7時間

幅321.6mm×奥行き219.1mm×
高さ13.9mm

ビジネス統合アプリ
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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、MMC

SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

保証期間

JANコード

HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

Mini DisplayPort×1、HDMI×1

質量

主な付属品

マルチタッチ・タッチパッド

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。

Microsoft Office
Premiumの紹介

消費電力

マルチタッチ・タッチパッド

印刷の都合によりカタログの製品写真
と実 物では色 彩が異なる場 合があり
ます。

ASUS
独自の機能

バッテリー充電時間

107キー日本語キーボード

microHDMI（タイプD）×1

電源
バッテリー駆動時間 ※11

マルチタッチ・タッチパッド

107キー日本語キーボード（イルミネートキーボード）

HDMI×1

カードリーダー
オーディオ

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

写真は英語キーボードになっております
が、製 品では日本 語キーボードとなり
ます。

周辺機器・
アクセサリー

ポインティングデバイス

87キー日本語キーボード
（イルミネートキーボード）

画面はハメコミ合成です。

デスクトップPC

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

本カタログには 、日本 における名 称 、
表記を記載しております。海 外での名
称、表記とは異なる場合があります。

K20CE/CD

100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）※8

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth®4.1

●

本カタログで使用している製品の写真
は開発中のものもあります。そのため
実際の製品とは異なる場合があります。
また、記載している仕様、デザインなら
びにサービス内容などは改善のため予
告なく変更することがあります。

All-in-One PC

デジタルマイク内蔵

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
（RJ45）※8

All-in-One PC

アレイマイク内蔵

●

/A4110

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

無線LAN ※9

号を入力してください。

カタログについてのご注意

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）※8

プレイを交換するサービスです。
※14. 同梱の手順に沿って｢3製品共通 ラ
イセンスカード」に記載のシリアル番

ステレオスピーカー内蔵（1.3W×2）

ー

が存在した場合に無償で液晶ディス

500GB

ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）

指紋認証

Bluetooth ®機能

1TB

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

92万画素Webカメラ内蔵

LAN

2TB

一秒につき20万メガ演算以上のた
※13. 液晶ディスプレイに常時点灯ドット

ー

センサ

1TB

※12. 本製品は、CPUの複合理論性能が

ー

Webカメラ

テリー動作時間測定法（Ver2.0）に

メインメモリと共有 ※3

ドライブの種類

マイク

※11. バッテリー駆動時間は、JEITAバッ

インテル ® HD グラフィックス 5500（CPU内蔵）

HDD ※7

スピーカー

W52/ W5 3は屋内使用に限ります。
※10. 4極ミニプラグをサポートしています。

非搭載

2GB ※3

128GB

接続してご利用ください。
※9. IEEE802.11a/n/acは、5GHz帯を

3,840×2,160ドット（UHD）

メインメモリと共有 ※3

光学ドライブ

通信機能

（LANアダプター）をUSBポートへ

15.6型ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト）

NVIDIA® GeForce ® GTX 950M
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

読み出し速度

サウンド機能

属 の U S Bイーサネットアダプター

NVIDIA® GeForce ® 940M
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

512GB

域とはなりません。
※8. 有 線 L A N で の 接 続 の 場 合 は 、付

ノートPC

記憶装置

17.3型ワイドTFTカラー液晶
（LEDバックライト）

非搭載

最大1,920×1,080ドット

システム領域が存在するので、左記
の容量すべてがユーザー使用可能領

インテル ® HD グラフィックス 520（CPU内蔵）

最大3,200×1,800ドット

域とはなりません。

4GB

NVIDIA® GeForce ® 920M
（NVIDIA® Optimus™
Technology対応）

ビデオメモリ

の容量すべてがユーザー使用可能領

ノートPC

グラフィックス機能

搭載

表示できない場合があります。

DDR3L-1600

15.6型ワイドTFTカラーIPS液晶
（LEDバックライト）

1,920×1,080ドット（フルHD）

ます。
※5. 外部ディスプレイの仕様によっては

※7. リカバリーイメージなどに使用される

8GB

DDR4-2133

13.3型ワイドTFTカラーIPS液晶（LEDバックライト）

コンの動作状況により割り当てられ

※6. システム領域が存在するので、左記

Windows 10 Home 64ビット

DDR3L-1600

の容量に依存します。サイズはパソ

※4. 専用ビデオメモリです。

Windows 10 Home 64ビット

LPDDR3-1600

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

N・SERIES

タッチパネル

インテル ® スマート・キャッシュ 6MB

X540LA-HRED
（レッド）

インテル ® Core™ i3-5005U プロセッサー

Windows 10 Home 64ビット

LPDDR3-1866

解像度
表示機能

X540LA-HWHITE
（ホワイト）

※2. メモリの増設や交換はサポートして

ノートPC

表面仕様

X540LA-HSILVER
（シルバーグラディエント）

インテル ® Core™ i7-6700HQ プロセッサー

標準 ※2

液晶ディスプレイ

X555UA-62008
（ブラック）

インテル ® Core™ i5-6200U プロセッサー

チップセット

仕様

X555UA-6500F
（ブラック）

X540LA

インテル ® Core™ i7-6500U プロセッサー

OS ※1

メインメモリ

はサポート対象外となります。

X555UA

2-in-1ノートPC

CPU

※1. プリインストールされているOS以外

ASUS VivoBook シリーズ

2-in-1ノートPC

製品名

N シリーズ
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ノートPC 製品仕様

All-in-One PC 製品仕様
ASUS VivoBook シリーズ

シリーズ名

型番（本体カラー）

CPU名

動作周波数

キャッシュメモリ

X302LA

E200HA

R416SA-3050
（グレー）

X302LA-5005S
（ブラック）

インテル ® Celeron®
プロセッサー N3050

インテル ® Core™ i3-5005U
プロセッサー

E200HA-8350B
（ダークブルー）

E200HA-8350W
（ホワイト）

E200HA-8350G
（ゴールド）

Z240ICGT-128SSD
（クールゴールド）

ZN220ICGK-I5G930MX
（グレー）

インテル ® Core™ i7-6700T プロセッサー

インテル ® Core™ i5-6200U プロセッサー

2.8GHz
（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3.6GHz）

2.3GHz
（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2.8GHz）

インテル ® スマート・キャッシュ 8MB

インテル ® スマート・キャッシュ 3MB

CPU名

※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. 専用ビデオメモリです。
※4. OSはSSDにインストールされていま
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

1.6GHz（インテル ® バースト・テクノロ
ジー対応：最大2.16GHｚ）

2.0GHz

1.44GHz（インテル ® バースト・テクノロジー対応：最大1.92GHｚ）

2MB

3MB

2MB

CPU

動作周波数

キャッシュメモリ
OS ※1

メインメモリ

標準 ※2

DDR3L-1600

対象外となります。

インテル H110

ー

16GB

8GB

®

カタログについてのご注意

メインメモリ

表面仕様

14.0型ワイドTFTカラースクリーン
液晶（LEDバックライト）

13.3型ワイドTFTカラー液晶
（LEDバックライト）

11.6型ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト）

グレア

ノングレア

グレア

タッチパネル
インテル ® HD グラフィックス 5500
（CPU内蔵）

ビデオメモリ ※3

グレア

解像度

非搭載
インテル ® HD グラフィックス
（CPU内蔵）

21.5型ワイドTFTカラーワイドビュー液晶（LEDバックライト）

表面仕様

表示機能
グラフィックス機能

23.8型ワイドTFTカラーIPS液晶（LEDバックライト）

インテル ® HD グラフィックス（CPU内蔵）

3,840×2,160ドット（QFHD）

1,920×1,080ドット（フルHD）

●
●

タッチパネル

グラフィックス機能

メインメモリと共有

●

非搭載

NVIDIA® GeForce ® GTX 960M
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

NVIDIA® GeForce ® 930MX
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

4GB ※3

2GB ※3

●

●

外部ディスプレイ出力 ※4
eMMC ※5

ビデオメモリ

最大1,920×1,080ドット
64GB

ー

ー

サウンド規格
スピーカー

500GB

インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
®

SSD ※4

128GB

ー

ドライブの種類

ー

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

マイク

ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）

読み出し速度

ー

書き込み速度

ー

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）

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

アナログマイク内蔵

光学ドライブ

●

アレイマイク内蔵

Webカメラ

30万画素Webカメラ内蔵

ー

無線LAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac ※7

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/b/g/n/ac ※7

Bluetooth ®機能

●

92万画素Webカメラ内蔵
LAN

HDMI×1

HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

プリインストール/添付アプリは、市販
のパッケージ 商品と、添付品・マニュ
アルなどにおいて一部異なるものがあ
ります。また、マニュアルなどの記載に
ついては、一部汎用的な表記を使用し
ている場合や、アプリのヘルプ機 能で
それを代用しているものがあります。
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。

無線LAN ※5

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

microHDMI（タイプD）×1

USB3.0×1、USB2.0×2

SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

USB3.0×1、USB2.0×1

Bluetooth®4.0

キーボード
入力機能

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

ポインティングデバイス

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）

109キー日本語ワイヤレスキーボード

周辺機器・
アクセサリー

USB3.1×1（Type-C）、USB3.0×1、
USB2.0×1

カードリーダー

電源

プリインストール/添付アプリのバー
ジョン/レベルや詳細機能は、予告なく
変更されることがあります。また、一部
機能が制限される場合があります。

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

Bluetooth 機能
インターフェース

パソコンで 作成したD V D（外付け光
学 ディスクドライブで 作 成した D V D
を含む）はご使 用いただくプレーヤー、
記録媒体または記録状態などによって
再生できない場合があります。

マルチタッチ・タッチパッド

®

USBポート

本 カ タ ロ グ の デ ィス ク 容 量 は 、
1MB=1,000Kbyte、
1GB=1,000Mbyte
換算値です。1MB=1,024Kbyteで換算
した場合、表記上同容量でも、実容量
は少なくなりますのでご注意ください。

外部ディスプレイ出力

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）

USBポート

10点マルチタッチ・タッチスクリーン、ワイヤレスマウス

ワイヤレスマウス

HDMI×2

HDMI×1

USB3.1（Type-C）×1、USB3.0×4、USB2.0×1

USB3.0×4、USB2.0×2

約12.9時間

約6時間

約9.5時間

カードリーダー

バッテリー充電時間

約3.6時間

約2.7時間

約2.4時間

オーディオ

最大約33W

最大約45W

最大約33W

R区分 0.108（A）

N区分 0.02（AAA）

Y区分 0.025（AAA）

幅339.6mm×奥行き235mm×
高さ17.9mm

幅328mm×奥行き234mm×
高さ25.6mm

幅286mm×奥行き193.3mm×高さ17.5mm

約1.5kg

約1.59kg

約980g

エネルギー消費効率（2011年度基準）

サイズ（突起部除く）

質量

主な付属品

消費電力
エネルギー消費効率（2011年度基準）
サイズ（突起部除く）
質量

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書
0889349504345

→P22

→P22

0889349457139

0889349457146

T区分 0.054（AAA）

幅585mm×奥行き52～190mm×高さ434mm

幅534mm×奥行き47～163mm×高さ401mm

約7.3Kg

約6.2Kg
購入日より12ヵ月間の日本国内保証
KINGSOFT® Office Standard 30日間無料体験版

主な付属品

ACアダプター、電源コード、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、
クイックスタートガイド、製品保証書

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

JANコード

0889349330036

0889349488942

→P24

※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. 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。 ※7. 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。 ※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. 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。 ※10. 同梱の手順に沿って｢3製品共通 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。
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ー ※6

ビジネス統合アプリ

KINGSOFT® Office Standard ※10

0889349457122

最大約90W

保証期間

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microSDメモリーカード（32GB）

0889349312155

最大約183.53W

→P26

Intel Inside

圧 倒 的 な パフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSのノートパソコン

→P26

インテル® Core i7 プロセッサー搭載

製品
ラインナップ

JANコード

KINGSOFT Office Standard
30日間無料体験版

Microsoft Office Home and
Business Premium プラス
Office 365 サービス

ACアダプター

製品仕様

ビジネス統合アプリ

®

ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

電源

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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※9

保証期間

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

Microsoft Office
Premiumの紹介

バッテリー駆動時間 ※8

ASUS
独自の機能

インターフェース

消費電力

デスクトップPC

87キー日本語キーボード

通信機能
外部ディスプレイ出力

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）
アレイマイク内蔵

Webカメラ

入力機能
ポインティングデバイス

ステレオスピーカー内蔵（2W×4、4W×2）

マイク

Bluetooth®4.1

88キー日本語キーボード

スピーカー

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。

K20CE/CD

キーボード

Bluetooth®4.0

サウンド機能

●

印刷の都合によりカタログの製品写真
と実 物では色 彩が 異なる場 合 があり
ます。

/A4110

ー

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

LAN
通信機能

●

写真は英語キーボードになっております
が、製 品では日本 語キーボードとなり
ます。

All-in-One PC

ー

画面はハメコミ合成です。

All-in-One PC

1TB

記憶装置
HDD ※6

サウンド機能

●

HDD ※4

32GB

記憶装置

本カタログには 、日本 に おける名 称 、
表記を記載しております。海 外での名
称、表記とは異なる場合があります。

ノートPC

搭載

本カタログで使用している製品の写真
は開 発中のものもあります。そのため
実際の製品とは異なる場合があります。
また、記載している仕様、デザインなら
びにサービス内容などは改善のため予
告なく変更することがあります。

ノートPC

表示機能

液晶ディスプレイ

1,366×768ドット（WXGA）

●

DDR4-2133

N・SERIES

解像度

仕様

ノートPC

DDR3L-1600

秒につき20万メガ演算以上のため

Windows 10 Home 64ビット

チップセット

4GB

標準 ※2

W52/ W5 3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

Windows 10 Home 64ビット

液晶ディスプレイ

能領域とはなりません。
※5. IEEE802.11a/n/acは、5GHz帯を
サポートしています。電波法により、

OS ※1

仕様

ZN220ICGK

型番（本体カラー）

インテル ® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

はサポート対象外となります。

Z240ICGT

製品名

2-in-1ノートPC

CPU

R416SA

2-in-1ノートPC

製品名

※1. プリインストールされているOS以外

Zen AiO ™ シリーズ

シリーズ名
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All-in-One PC 製品仕様

デスクトップPC 製品仕様

製品名
型番（本体カラー）
CPU名
CPU

V220IBUK

A4110

V220IAUK-I35005U
（ブラック）

V220IBUK-N3050
（ブラック）

A4110-10HBLK
（ブラック）

インテル ® Core™ i3-5005U プロセッサー

インテル ® Celeron® プロセッサー N3050

インテル ® Celeron® プロセッサー N3150

2.0GHz

1.6GHz（インテル ® バースト・テクノロジー対応：最大2.16GHｚ）

1.6GHz（インテル ® バースト・テクノロジー対応：最大2.08GHｚ）

2次キャッシュ 2MB

型番（本体カラー）

K20CE

※1. プリインストールされているOS以外
※2. デスクトップ製品で使用しているマ

はサポート対象外となります。

K20CD-I76700
（ブラック）

K20CD-I56400
（ブラック）

K20CE-N3050
（ブラック）

インテル ® Core™ i7-6700 プロセッサー

インテル ® Core™ i5-6400 プロセッサー

インテル ® Celeron® プロセッサー N3050

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

CPU名

様が異なります。
※3. メモリや機器の増設や交換による問

CPU

2次キャッシュ 2MB

動作周波数

3.4GHz（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4GHz）

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）

1.6GHz（インテル ® バースト・
テクノロジー対応：最大2.16GHｚ）

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 ® スマート・キャッシュ 6MB

2次キャッシュ 2MB

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

2-in-1ノートPC

インテル スマート・キャッシュ 3MB
®

K20CD

製品名

V220IAUK

動作周波数
キャッシュメモリ

All-in-One PC シリーズ

2-in-1ノートPC

Vivo AiO ™ シリーズ

シリーズ名

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. メモリや機器の増設や交換による問

OS ※1

Windows 10 Home 64ビット

チップセット

OS ※1

ー
標準 ※2

チップセット ※2

表面仕様

搭載

DDR3L-1600

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（CPU内蔵）

ビデオメモリ ※5

の容量すべてがユーザー使用可能領

®

※7. IEEE802.11a/n/acは、5GHz帯を
サポートしています。電波法により、
W52/ W5 3は屋内使用に限ります。

メインメモリと共有

※8. 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

記憶装置

HDD ※6

DVDスーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）

カタログについてのご注意

読み出し速度

CD-ROM最大48倍速、CD-R最大48倍速、CD-RW最大40倍速、 DVD-ROM最大16倍速（2層：最大12倍速）、
DVD-R最大16倍速（2層：最大12倍速）、 DVD-RW最大13倍速、DVD＋R最大16倍速（2層：最大12倍速）、
DVD＋RW最大13倍速、DVD-RAM最大5倍速

書き込み速度

CD-R最大48倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大24倍速（2層：最大4倍速）、DVD-RW最大6倍速、
DVD＋R最大24倍速（2層：最大8倍速）、DVD＋RW最大8倍速、DVD-RAM最大5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

●

記憶装置
SSD

ー

ドライブの種類

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8倍速、
DVD-RAM最大5倍速、DVD＋R最大8倍速（2層：最大6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-RAM最大5倍速、DVD＋R最大8倍速（2層：最大6倍速）、
DVD＋RW最大8倍速

ー

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）

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、
MaxxAudio ® プロセッシングテクノロジー搭載）

インテル ® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

●

サウンド機能

ー

スピーカー
LAN
通信機能

無線LAN ※7
Bluetooth ®機能

Bluetooth®4.0

●

●

USBマウス

無線LAN ※5

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

ー

Bluetooth®4.0
114キー日本語USBキーボード

ワイヤレスマウス

10点マルチタッチ・タッチスクリーン（静電容量方式）、USBマウス

HDMI×1

HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USB3.0×4、USB2.0×2

USB3.0×2、USB2.0×2、シリアルポート（D-Sub 9ピン）×2

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

カードリーダー

入力機能

外部ディスプレイ出力
USBポート

●

正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

オーディオ入出力

背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
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）

本 カ タ ロ グ の デ ィス ク 容 量 は 、
1MB=1,000Kbyte、
1GB=1,000Mbyte
換算値です。1MB=1,024Kbyteで換算
した場合、表記上同容量でも、実容量
は少なくなりますのでご注意ください。
パソコンで 作成したD V D（外付け光
学 ディスクドライブで 作 成した D V D
を含む）はご使 用いただくプレーヤー、
記録媒体または記録状態などによって
再生できない場合があります。
プリインストール/添付アプリのバー
ジョン/レベルや詳細機能は、予告なく
変更されることがあります。また、一部
機能が制限される場合があります。
プリインストール/添付アプリは、市販
のパッケージ 商品と、添付品・マニュ
アルなどにおいて一部異なるものがあ
ります。また、マニュアルなどの記載に
ついては、一部汎用的な表記を使用し
ている場合や、アプリのヘルプ機 能で
それを代用しているものがあります。
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。

ASUS
独自の機能

拡張スロット ※3

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。

インターフェース
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、メモリースティック、メモリースティック Pro

オーディオ

ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

電源

エネルギー消費効率（2011年度基準）

消費電力

最大約75.43W

最大約65W

最大約37.38W

T区分 0.185（A）

Y区分 0.56

Y区分 AAA（0.082）

幅520mm×奥行き181mm×高さ409mm

幅520mm×奥行き181mm×高さ409mm

幅377.5mm×奥行き28.5mm×高さ247mm

約7.2kg

約7kg

約2kg

ACアダプター
最大約101.65W

エネルギー消費効率（2011年度基準）

最大約83.79W
ー ※8

サイズ
サイズ（突起部除く）
質量

主な付属品

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

ACアダプター、電源コード、ワイヤレスキーボード、
ワイヤレスマウス、クイックスタートガイド、製品保証書

ACアダプター、USBキーボード、USBマウス、製品保証書、
壁掛け用ネジ ※6、S-DVD

JANコード

0889349457184

0889349205976

0889349444214

→P27

主な付属品

JANコード

→P27

KINGSOFT® Office Standard 30日間無料体験版
USBキーボード、USBマウス、ACアダプター、
クイックマニュアル、製品保証書

USBキーボード、USBマウス、ACアダプター、製品保証書

0889349336427

0889349336410

0889349187920

→P28

Intel Inside

圧 倒 的 な パフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

→P28

インテル® Core i7 プロセッサー搭載

製品
ラインナップ

ー

約5Kg
本体：購入日より12ヵ月間の日本国内保証

ビジネス統合アプリ

Microsoft Office Home and Business Premium
プラス Office 365 サービス

※ 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. 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. 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。 ※ 6. 壁掛け用キットは付属しておりません。VESA75 規格準拠
で別途必要です。
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約5.5kg

保証期間

KINGSOFT® Office Standard 30日間無料体験版

ビジネス統合アプリ

幅96mm×奥行き381mm×高さ279mm

質量

購入日より12ヵ月間の日本国内保証

T区分 0.411

製品仕様

保証期間

最大約61.14W

Microsoft Office
Premiumの紹介

消費電力

電源

ACアダプター

周辺機器・
アクセサリー

インターフェース

114キ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

正面：USB3.0×2
背面：USB3.1×2、USB3.0×1
●

PS/2ポート

Bluetooth®4.1

キーボード

正面：USB3.0×2
背面：USB3.1×2、USB3.0×2、USB2.0×2

印刷の都合によりカタログの製品写真
と実 物では色 彩が 異なる場 合 があり
ます。

デスクトップPC

●

USBポート

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

写真は英語キーボードになっております
が、製 品では日本 語キーボードとなり
ます。

K20CE/CD

LAN

D-Sub 15ピン×1、HDMI×1

画面はハメコミ合成です。

/A4110

USB日本語キーボード

外部ディスプレイ出力

92万画素Webカメラ内蔵

Bluetooth ®機能

●

アナログマイク内蔵

Webカメラ

通信機能

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

入力機能

ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）

ポインティングデバイス
マイク

●

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

キーボード

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

●

ー

All-in-One PC

CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、
DVD-R最大8倍速（1層・2層）、DVD-RW最大8倍速、
DVD-ROM最大8倍速、DVD-RAM最大6倍速、
DVD＋R最大8倍速（1層・2層）、DVD＋RW最大8倍速

本カタログには 、日本 に おける名 称 、
表記を記載しております。海 外での名
称、表記とは異なる場合があります。

All-in-One PC

CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、
DVD-R最大8倍速（1層・2層）、DVD-RW最大8倍速、
DVD-RAM最大5倍速、DVD＋R最大8倍速（1層・2層）、
DVD＋RW最大8倍速

スピーカー

●

ー

読み出し速度
光学ドライブ

サウンド機能

DVDスーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）

本カタログで使用している製品の写真
は開 発中のものもあります。そのため
実際の製品とは異なる場合があります。
また、記載している仕様、デザインなら
びにサービス内容などは改善のため予
告なく変更することがあります。

ノートPC

光学ドライブ

500GB

対象外となります。

1TB

ドライブの種類

インテル ® HD グラフィックス（CPU内蔵）

1TB

®

表示機能

メインメモリと共有

HDD ※4

システム領域が存在するので、上記

DDR4-2133

ノートPC

非搭載

ビデオメモリ ※3

※6. リカバリーイメージなどに使用される

N・SERIES

1,366×768ドット（WXGA）

インテル ® HD グラフィックス 5500（CPU内蔵）

ます。

4GB ※4

域とはなりません。
グラフィックス機能

グレア

表示機能

グラフィックス機能

4GB ※3

15.6型ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト）

1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル

8GB ※3

仕様

21.5型ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト）

ノングレア

解像度

の容量に依存します。サイズはパソ

メインメモリ

DDR3L-1600
21.5型ワイドTFTカラーワイドビュー液晶（LEDバックライト）

ー

ノートPC

標準

メインメモリ

液晶ディスプレイ

ますので、あらかじめご了承ください。

H110

※5. ビデオメモリのサイズはメインメモリ
コンの動作状況により割り当てられ

4GB

仕様

題についてはサポートの対象外となり

Windows 10 Home 64ビット
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脱着式ノートPC 製品ラインナップ
ASUS TransBook™ 3

シリーズ

P.12

ASUS TransBook™ Mini

T303UA

シリーズ

P.14

T102HA

シリーズ

T101HA

タッチ対応モデル

タッチ対応モデル

2-in-1ノートPC

タッチ対応モデル

ASUS TransBook™

2-in-1ノートPC

P.08

2-in-1ノートPC

ノートPC

■ T303UA-6200GY

■ T303UA-512S

■ T101HA-GRAY
■ T101HA-PINK
■ T101HA-GREEN

■ T102HA-8350G

ノートPC

型番

■ T102HA-128S

N・SERIES

T303UA-6200GD

マルチライセンス対応

インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

OS

Windows 10 Home 64ビット

Windows 10 Home 64ビット

Windows 10 Home 64ビット

メモリ

8GB

4GB

2GB

ー

HDD

ー

ー

ー

SSD

タブレット：512GB

ー

ー

タブレット：64GB

10.1型ワイド

2,880×1,920ドット（WQ＋）

1,280×800ドット（WXGA）

1,280×800ドット（WXGA）

グラフィックス機能

インテル® HD グラフィックス 520（CPU内蔵）

インテル® HD グラフィックス（CPU内蔵）

インテル® HD グラフィックス（CPU内蔵）

光学ドライブ

ー

ー

ー

Webカメラ

赤外線（IR）カメラ
192万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）
1258万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）

192万画素Webカメラ内蔵

192万画素Webカメラ内蔵

ディスプレイ

（インカメラ）

（インカメラ）

ー

無線LAN

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

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

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

Bluetooth ® 機能

Bluetooth® 4.1

Bluetooth® 4.1

Bluetooth® 4.1

質量

タブレット：約790g
タブレット+キーボードカバー：約1100g

タブレット：約540g
タブレット+キーボードカバー：約790g

タブレット：約580g
タブレット+キーボードドック：約1080g

バッテリー駆動時間

タブレット：約5.02時間
タブレット＋キーボードカバー：約5時間

タブレット：約12.6時間
タブレット+キーボードカバー：約12.5時間

タブレット：約13.6時間
タブレット+キーボードドック：約12.9時間

Intel Inside
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圧 倒 的 な パフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSのノートパソコン

製品
ラインナップ

ー

製品仕様

ー

Microsoft Office
Premiumの紹介

LAN
通信機能

ASUS
独自の機能

（タッチパネル搭載）

周辺機器・
アクセサリー

（タッチパネル搭載）

デスクトップPC

10.1型ワイド

（タッチパネル搭載）

All-in-One PC

タブレット：64GB

K20CE/CD

12.6型ワイド

タブレット：128GB

/A4110

記憶装置

eMMC

All-in-One PC

インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー

ノートPC

CPU

インテル® Core i5 プロセッサー搭載
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ノートPC 製品ラインナップ

UX360UA

N

P.20

シリーズ

UX305UA

UX303UB

シリーズ

ASUS VivoBook™

P.21

N552VX

X756UJ

■ N552VX-FI135T

■ X756UJ-6500

2-in-1ノートPC

ASUS ZenBook™

P.16

シリーズ

X555UA

2-in-1ノートPC

タッチ対応モデル

ノートP C
ノートPC

CPU

インテル Core i5-6200U プロセッサー
®

™

インテル® Core™
i7-6700HQ プロセッサー

■ X555UA-

■ X555UA-

マルチライセンス対応

マルチライセンス対応

6500F

インテル® Core™
i5-6200U
プロセッサー

インテル Core i7-6500U プロセッサー
®

™

Windows 10 Home 64ビット

メモリ

8GB

16GB

8GB

eMMC

ー

ー

ー

HDD

ー

ー
256GB

128GB

13.3型ワイド

13.3型ワイド

（タッチパネル搭載）

15.6型ワイド

（タッチパネル非搭載）

（タッチパネル非搭載）

1TB

ー
17.3型ワイド

15.6型ワイド

（タッチパネル非搭載）

（タッチパネル非搭載）

デスクトップPC

512GB

2TB

K20CE/CD

SSD

1TB

All-in-One PC

Windows 10 Home 64ビット

All-in-One PC

Windows 10 Home 64ビット

/A4110

OS

記憶装置

62008

ノートPC

インテル® Core™
i7-6500U プロセッサー

UX303UB-6200

ノートPC

■ UX305UA-6200

N・SERIES

■ UX360UA-6500

型番

ディスプレイ

グラフィックス機能

NVIDIA® GeForce® 940M

インテル® HD グラフィックス 520

（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

（CPU内蔵）

ー

Webカメラ

92万画素Webカメラ内蔵

Bluetooth® 4.1

Bluetooth® 4.0
約1.3kg

質量
約12.3時間

約12時間

DVDスーパーマルチドライブ

92万画素Webカメラ内蔵

30万画素Webカメラ内蔵

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

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

IEEE802.11b/g/n

Bluetooth® 4.0

Bluetooth® 4.0

ー

約1.45kg

約2.53kg

約2.7kg

約2.2kg

約8.2時間

約2.8時間

約3.1時間

Intel Inside
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（2層ディスク対応）

圧 倒 的 な パフォーマンスを

約6.5時間

今すぐ欲しい！ASUSのノートパソコン

約7時間

インテル® Core i7 プロセッサー搭載

製品
ラインナップ

バッテリー駆動時間

100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

（CPU内蔵）

製品仕様

Bluetooth ® 機能

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

インテル® HD グラフィックス 520

ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™対応）

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

無線LAN

NVIDIA® GeForce® 920M

（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

（WXGA）

Microsoft Office
Premiumの紹介

通信機能

100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

NVIDIA® GeForce® GTX 950M

（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

1,366×768ドット

1,920×1,080ドット（フルHD）

ASUS
独自の機能

光学ドライブ

LAN

3,840×2,160ドット（UHD）

周辺機器・
アクセサリー

1,920×1,080ドット（フルHD）
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ノートPC 製品ラインナップ

X540LA

ASUS VivoBook

P.22

シリーズ

R416SA

ASUS VivoBook

P.24

シリーズ

E200HA

■ X302LA-5005S

■ E200HA-8350B
■ E200HA-8350W

シリーズ

2-in-1ノートPC

X302LA

2-in-1ノートPC

ASUS VivoBook

P.22

ノートP C
ノートPC

X540LA-HSILVER

■ R416SA-3050

E200HA-8350G

マルチライセンス対応

マルチライセンス対応

インテル® Celeron® プロセッサー N3050

インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー

Windows 10 Home 64ビット

メモリ

4GB

4GB
64GB

ー

32GB

HDD

500GB

ー

500GB

ー

ー

インテル® HD グラフィックス 5500

インテル® HD グラフィックス

（CPU内蔵）

（CPU内蔵）

（CPU内蔵）

ASUS
独自の機能

DVDスーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）

ー
30万画素Webカメラ内蔵

30万画素Webカメラ内蔵

Webカメラ

周辺機器・
アクセサリー

光学ドライブ

インテル® HD グラフィックス

（CPU内蔵）

（タッチパネル非搭載）

1,366×768ドット（WXGA）

インテル® HD グラフィックス 5500

ー

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

ー

無線LAN

IEEE802.11b/g/n

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

IEEE802.11b/g/n

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

Bluetooth® 4.0

Bluetooth® 4.1

Bluetooth® 4.0
約1.9kg

約1.5kg

約1.59kg

約980g

バッテリー駆動時間

約4.2時間

約12.9時間

約6時間

約9.5時間

Intel Inside

圧 倒 的 な パフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSのノートパソコン

製品
ラインナップ

質量

製品仕様

100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

Microsoft Office
Premiumの紹介

LAN

Bluetooth ® 機能

デスクトップPC

（タッチパネル非搭載）

（タッチパネル非搭載）

1,366×768ドット（WXGA）

グラフィックス機能

11.6型ワイド

13.3型ワイド

14.0型ワイド

（タッチパネル非搭載）

K20CE/CD

ディスプレイ

ー

ー

All-in-One PC

ー

/A4110

eMMC

15.6型ワイド

44

All-in-One PC

Windows 10 Home 64ビット

SSD

通信機能

インテル® Atom™ x5-Z8350 プロセッサー

OS

記憶装置

ノートPC

インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー

CPU

ノートPC

型番

N・SERIES

■ X540LA-HWHITE
■ X540LA-HRED

インテル® Core i3 プロセッサー搭載
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All-in-One PC 製品ラインナップ

デスクトップPC 製品ラインナップ

Z240ICGT

ZN220ICGK

P.27

Vivo AiO™ シリーズ

V220IAUK

V220IBUK

All-in-One PC シリーズ

P.28

デスクトップパソコン

A4110

デスクトップパソコン

P.28

K20CD

K20CE

タッチ対応モデル

All-in-One PC

2-in-1ノートPC

タッチ対応モデル

P.27

2-in-1ノートPC

Zen AiO™ シリーズ

P.26

デスクトップPC
ノートPC

■ K20CE-N3050

インテル® Celeron®
プロセッサー N3150

CPU

インテル®
Core™ i7-6700
プロセッサー

インテル®
Core™ i5-6400
プロセッサー

インテル® Celeron®
プロセッサー N3050

Windows 10 Home 64ビット

Windows 10 Home 64ビット

OS

4GB

4GB

メモリ

8GB
ー

ー

ー

HDD

1TB

1TB

500GB

SSD

128GB

ー

ー

21.5型ワイド

（タッチパネル非搭載）

ー

HDD

1TB

1TB

SSD

ー

ー

ー

ー

ー

ー

インテル® HD グラフィックス 530

インテル® HD グラフィックス

（CPU内蔵）

（CPU内蔵）

DVDスーパーマルチドライブ

DVDスーパーマルチドライブ

（2層ディスク対応）

（2層ディスク対応）

ー

ー

LAN

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

無線LAN

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

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

Bluetooth ® 機能

Bluetooth® 4.0

Bluetooth® 4.0

記憶装置

15.6型ワイド

（フルHD）

1,920×1,080ドット（フルHD）

インテル®
NVIDIA® GeForce® NVIDIA® GeForce®
HD グラフィックス
GTX 960M
930MX
5500
（NVIDIA® Optimus™ （NVIDIA® Optimus™
Technology対応）

Technology対応）

インテル®
HD グラフィックス
（CPU内蔵）

DVDスーパーマルチドライブ

ー

Webカメラ

92万画素Webカメラ内蔵

LAN

（CPU内蔵）

グラフィックス機能

光学ドライブ

92万画素Webカメラ内蔵

92万画素Webカメラ内蔵

Webカメラ

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ45）

無線LAN

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

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

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

Bluetooth ® 機能

Bluetooth® 4.0

質量

約6.2kg
ー

Bluetooth® 4.1

Bluetooth® 4.0

Bluetooth® 4.0

約7.2kg

約7kg

約2kg

質量

約5.5kg

約5kg

ー

バッテリー駆動時間

ー

ー

ー

Intel Inside
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圧 倒 的 な パフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSのパソコン

製品
ラインナップ

バッテリー駆動時間

約7.3kg

通信機能

製品仕様

ー

（2層ディスク対応）

Microsoft Office
Premiumの紹介

光学ドライブ

インテル® HD グラフィックス

ASUS
独自の機能

（CPU内蔵）

1,366×768ドット（WXGA）

周辺機器・
アクセサリー

（QFHD）

通信機能

ー

ディスプレイ

3,840×2,160ドット 1,920×1,080ドット

グラフィックス機能

eMMC

（タッチパネル搭載）

ディスプレイ

4GB

デスクトップPC

21.5型ワイド

（タッチパネル非搭載）

4GB

K20CE/CD

23.8型ワイド

（タッチパネル搭載）

8GB

Windows 10 Home 64ビット

All-in-One PC

eMMC

Windows 10 Home 64ビット

/A4110

記憶装置

■ K20CD-I56400

All-in-One PC

16GB

メモリ

■ K20CD-I76700

インテル®
Celeron®
プロセッサー
N3050

■ A4110-10HBLK

ノートPC

Windows 10 Home 64ビット

OS

型番

インテル®
インテル®
™
Core i5-6200U Core™ i3-5005U
プロセッサー
プロセッサー

インテル®
Core™ i7-6700T
プロセッサー

CPU

N3050

I35005U

ノートPC

I5G930MX

■ V220IBUK-

■ V220IAUK-

N・SERIES

■ ZN220ICGK-

Z240ICGT128SSD

型番

インテル® Core i7 プロセッサー搭載
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