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用途に合わせて選べるCPU

Intel Inside®

圧 倒 的 な パフォーマンスを 今すぐ欲しい！ASUSの最新デスクトップPC

パワフルなのに省スペース
4K対応のマルチメディアPC

超高速Wi-Fiの
世界を体験

IEEE802.11ac 対応

設置場所を選ばない 
コンパクト設計

インテル® 
Core™ i7-4790
プロセッサー

最高クラスの性能で
動画編集もスピーディ
にこなす

インテル® 
Core™ i5-4460
プロセッサー

優れたパフォーマンスで
重い資料作成や
写真編集などに最適

※ 別途4K対応ディスプレイが必要となります。
※ ディスプレイは別売りとなります。

P30AD-W10I7SIL・
P30AD-W10I5WHT

［ Windows 10 搭載 ］

横置き
A4サイズ

シルバー ホワイト
インテル® 

Core™ i5-4460  
プロセッサー

インテル® 
Core™ i7-4790  
プロセッサー



お問い合わせ先
ASUSコールセンター

※ 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は
受付時間：平日／9:00〜18:00、土日／9:00〜17:00（祝祭日、年末年始、夏期休業中は休業）

（通話料はお客様負担）

［ 通話料無料 ］

ASUSについて
ASUSは、2014年のグローバルコンシューマー向けノートパソコン市場においてシェア第3位※1の総合エレクトロニクスメーカーです。パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチなどのデジタルデバイスや、
マザーボードをはじめとした、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを開発し、ワールドワイドに展開しており、2014年には4,326の賞を受賞しました。日本においては、2015年上半期（1月～6月）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、ビデオカードといった販売実績において、国内シェア第1位※2を達成しています。 
※1.IDCデータをもとにした自社調べ。 ※2.「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/ DT-9-20151023-2

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

P30AD-W10I7SIL・P30AD-W10I5WHT 製品仕様

10年連続マザーボードシェアNo.1
パソコンの心臓部とも言えるマザーボードの国内販売台数10年連続1位
を獲得。*「BCNランキング」2005年1月～2014年12月の販売数量データを集計

多くの製品でグッドデザイン賞を受賞
すぐれたデザインを評価され、ZENBOOK™やTAICHI™など革新的な製品
で毎年多くのグッドデザイン賞を受賞しています。

年間4,326もの賞を受賞
ASUSは2014年に4,326もの賞を受賞しました。

ASUSについて

※1 ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップパソコン、一体型パソコン、液晶ディスプレイ、プロジェクター
　　のみ対応。
※2 保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。
※3 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUSの安心サポート

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

保証期間内なら
送料無料※2

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

ASUSピックアップサービス※1
ASUSなら万が一故障しても、引き取りに伺います。

※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. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、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様が異なります。 ※3. 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。 ※4. 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。 ※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. 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。

● 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。 ● 画面はハメコミ合成です。 ● 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。 ● 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。 ● 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DVD（外付け光学ディスクドライブで作成したDVDを
含む）はご使用いただくプレーヤー、記憶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/添付ソフト
ウェアのバージョン/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/添付ソフトウェアは、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、ソフトウェアのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。 ● このカタログの
記載内容は2015年10月現在のものです。

用途に合わせて選べるCPU
インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー
搭載モデルは、最高クラスの処理能力を
誇ります。メモリも8GBを搭載し、動画
編集などの高負荷な作業もスピーディに
こなすことができます。インテル® Core™ 
i5-4460 プロセッサー搭載モデルは写
真の編集や画像の多い資料作成などの作
業に最適。用途に合わせて2つのモデル
から選ぶことができます。

インテル® 
Core™ i7-4790
プロセッサー

インテル® 
Core™ i5-4460
プロセッサー

設置場所を選ばないコンパクト設計
縦置き横置きどちらにも対応するコンパクト
なボディ。底面積（横置き時）はA4とほぼ同じ
くらいの大きさなので、デスクの上に置いても
スペースを取りません。

横置き
A4サイズ

シルバー ホワイト

贅沢なマルチメディア体験
3,840×2,160ドットで超高精細に描き出す4K出力
に対応し、ハッとするほどリアルで繊細な映像を描
き出します。また、臨場感あふれる豊かなサウンドを
再現するASUS Sonic Master技術も搭載しており
贅沢なマルチメディア体験を楽しめます。
※  別途4K対応ディスプレイが必要となります。

豊富なUSBポートで高い拡張性を実現
外付けHDDなどの接続に便利な高速なUSB3.0ポート
を正面と背面に２つずつ、さらにUSB2.0ポートを背面
に４つ搭載することで、計８つのUSBポートを備える
高い拡張性を実現しています。

8

超高速Wi-Fiの世界を体験
無線LANの最新規格である「IEEE802.11ac」に対応。
動画の再生や大きなファイルのダウンロードも快適に
行えます。

製品名 P30AD

型番 P30AD-W10I7SIL P30AD-W10I5WHT

カラー シルバー ホワイト

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU CPU インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー

動作周波数 3.6GHz（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4.0GHz）

3.2GHz（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）

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

チップセット ※2 インテル® H81 チップセット

メイン
メモリ

標準/最大 ※3 8GB/16GB 4GB/16GB

仕様 DDR3-1600

メモリスロット DIMMスロット×2（空きスロット×1）

表示機能
グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス 4600

ビデオメモリ ※4 メインメモリと共有

記憶装置 HDD ※5 1TB

光学
ドライブ

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-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（1層・2層）、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
CD-R最大24倍速、CD-RW最大16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、DVD-RAM最大5倍速

サウンド
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

スピーカー ー

通信機能

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

無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
キーボード 114キーUSB日本語キーボード

ポインティングデバイス USBマウス

インター
フェース

外部ディスプレイ出力端子 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート 正面：USB3.0×2
背面：USB3.0×2、USB2.0×4

カードリーダー SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、XD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 正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1

拡張スロット ※3 PCI Express® x16 スロット×1（空きスロット×0）

ドライブベイ ※3 5.25"ドライブベイ×1（空きベイ×0）、3.5"ドライブベイ×1（空きベイ×0）

電源容量 200W

消費電力 最大約157.65W 最大約139.36W

エネルギー消費効率（2011年度基準） ー ※7

サイズ 幅92mmx 奥行き325.6mm x 高さ242mm

質量 約4.8kg

保証期間 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 ー

主な付属アプリ

ASUS Manager
Cyberlink PowerDVD 12

Cyberlink PhotoDirector 3
Cyberlink PowerDirector 10

KINGSOFT® Office 2013 Standard 30日間無料体験版

主な付属品 USBキーボード、USBマウス、電源コード、セットアップガイド、製品保証書、 
無線LANダイポールアンテナ

JANコード 0889349188088 0889349188965


