
タッチパネル
搭載

2015.10ASUS Chromebook Flip C100PA

お問い合わせ先
ASUSコールセンター
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）

［ 通話料無料 ］

※ 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は （通話料はお客様負担）

※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。

※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. 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。 ※4. 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. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。 ※7. 液晶ディスプレイに常時点
灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。

● ASUS以外またはASUS 非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。 ● 製品の外観や仕様は製品
の改善のために予告なく変更することがあります。 ● カタログの製品写真ではキーボードが英語版となっておりますが、製品では日本語キー
ボードとなります。 ● 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。 ● Google、Chromebook、Google Play 
およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。 ● このカタログの内容は、2015年10月現在のものです。

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/ NB-9-20151003

軽 快な動作、シンプルで 使いやすい 操 作 画 面、高いセキュリティを実 現するChrome OSを搭 載し、
画 面が 360 度回 転するタッチ搭 載10 .1型モバイルノートP C

360度で常識が変わる。未来が変わる。
C100PA

エイスース クロームブック フリップ

ASUS Chromebook Flip C100PA 製品仕様

製品名 ASUS Chromebook Flip C100PA

型番 C100PA-RK3288

本体カラー シルバー

OS ※1 Chrome OS

CPU

CPU名 Rockchip Quad-Core RK3288C プロセッサー

動作周波数 1.8GHz

キャッシュメモリ 1MB

メインメモリ
標準 ※2 2GB

仕様 LPDDR3-1066

表示機能

液晶ディスプレイ 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶（LEDバックライト）

表面仕様 グレア

解像度 1,280×800ドット（WXGA）

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 Mali-T764

外部ディスプレイ出力 ※3 最大1,920×1,080ドット

記憶装置 eMMC ※4 16GB

サウンド機能
スピーカー ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）

マイク マイク内蔵

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵

通信機能
無線LAN ※5 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
キーボード 78キー日本語キーボード

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、マルチタッチ・タッチパッド

インターフェース

外部ディスプレイ出力 microHDMI×1

USBポート USB2.0×2

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

電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（2セル）

バッテリー駆動時間 ※6 約9時間

バッテリー充電時間 約2.5時間

消費電力 最大約24W

エネルギー消費効率（2011年度基準） S区分 0.053（AA）

サイズ（突起部除く） 幅262.8mm×奥行き182.4mm×高さ15.6mm

質量 約890g

保証期間
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 ※7

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

JANコード 0889349168493

ノートパソコンスタイル スタンドスタイル タブレットスタイルテントスタイル



外出先で
友人とチャット

スタンドスタイル

タブレットスタイル

テントスタイル

いつでもどこででも、すぐに使えるモバイル性能

Chrome OSの気軽さとタブレットの楽しさを融合
可能性が広がる360度画面が回

フリップ

転するモバイルノートPC

リラックス
しながらの作業

B5用紙ほどのサイズしかない本体は、タブレットの
ように気軽に持ち歩けます。その快適さはバッグに
入れていることを忘れてしまうほどです。

1kgを切る軽さ
タブレットのような薄さ

液晶画面には高い強度と透明度が特徴のGorilla® 

Glassを使用し、ボディには堅牢性と高級感を両立
するアルミニウム合金を使用しました。

安心して持ち歩ける
ラフに使える堅牢性

いつでもすぐに使えるChrome OSだからこそバッ
テリー駆動時間も重視しました。コンセントがない
場所でもタブレットのように気軽に使えます。

使いたいときに使える
ロングライフバッテリー

約

薄 さ

約

軽 さ

IPSパネルと独自のTruVivid技術による鮮やかな
画面にASUS SonicMaster技術の大迫力サウンド
が加わり、外出先でも充実の動画視聴を行えます。

鮮やかな画面
迫力のサウンド

キーピッチが広いキーボードで快適なキー入力を
行えます。タッチパッドも大型なのでマウスなしで
思い通りに操作できます。

長文もラクラク
使いやすいキーボード

高速なデータ通信を行えるIEEE802.11ac無線LAN
規格に対応しているので、ストリーミング動画など
も快適に楽しめます。

最新の無線LAN機能
高速通信で動画も快適

● オフラインでも使える
オフラインGmail™やGoogleドキュメントなどのアプリは、インターネットに接続していなくても使用
することができます。Chromeウェブストアで、多くのオフラインアプリを見つけることができます。

● ワードやエクセルも使える
Microsoft Officeとの互換性のあるGoogleドキュメント、スプレッドシート、スライドや、オンライン
上で利用可能な無料のMicrosoft Word Online、Excel Online、PowerPoint Onlineを使えば、
閲覧や簡単な制作・編集が可能です。

Chromebookはわずか数秒で起動します。 
アクセスする度に、常にOSは最新の状態の
ため、イライラするアップデートを待つ必要も
ありません。

すぐに起動、すぐに使える

速 い ！ 簡 単 ！ 安 全 ！

シンプルな操作画面のため、お子様でも簡単
に操作できます。Google™アカウントで管理
するため、家族間でも安心して共有できます。

誰でも使える、操作は簡単

すべてのアプリやOSを最新の状態に保ち、
最新のセキュリティ修正を行うため、別途セ
キュリティアプリをインストールする必要は
ありません。

常に最新のセキュリティ環境

Chrome OSのメリット

※一部の操作に制限がある場合がございます。※Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドは、プリインストールされております。Microsoft Word Online、Excel Online、
PowerPoint Onlineは、Chromeウェブストアからダウンロードする必要がございます。※ゲストアカウントではご利用できません。

ノートパソコンスタイル

見たい角 度に合 わ
せてディスプレイの
角度を自在に調 節
できます。

スタンドスタイル

ノートパソコンスタイ
ルよりも省スペース
を実現。机のほんの
わずかなスペースに
も置けます。

テントスタイル スタイルを補助する 
自動ロックと自動回転
ノートパソコンスタイルから他の
スタイル へ変 形させる際には、
キーボードとタッチパッドが自動
的にロックされ、スクリーンの自動
回転機能がONになります。

360度回転するディスプレイ

使い方が広がる4つのスタイル

情報共有も
らくらく

液晶を360度回転するとタブレットになるタッチ搭 載モバイルノートPCです。 

ほぼB5用紙サイズの小ささと、わずか約890gの軽さで家の中でも外でも気軽

に使えます。こんなに小さいのに最長約9時間のバッテリーライフと、ラフに持

ち運 んでも大 丈 夫な頑 丈なボディを実 現しました。OSにはシンプルで 使いや

すいChrome OSを採用。使いたいときにサッと起動でき、直感的に誰にでも

簡単に使えます。ちょっと何かを調べたいときや、お気に入りの動 画を見たい

ときなど、いつでもどこででも気軽に使えるモバイルノートPCです。




