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ASUS MeMO Pad™ 7 ME572CL/C 製品カタログ改訂版

データ通信はもっと速く、
もっと自由に

圧倒的な
美しさに触れる

文字入力が楽しくなる
最高水準の入力システム

高性能&省電力
11時間駆動

SIMフリーLTE通信モデル/Wi-Fiモデル 高解像度[WUXGA ]ディスプレイ 日本語入力システム「ATOK」搭載インテル® クアッドコアCPU

いま、本物を知る大人たちの手に。
ME572CL /C

New
ホットピンク

※2014年上半期BCNランキングを元もとに自社調べ



ASUS MeMO Pad™ 7 ME572CL/C 製品仕様
製品名 ASUS MeMO Pad 7 (ME572CL)

型番 ME572CL-BK16LTE

本体カラー ジェントルブラック

ME572CL-GD16LTE

シャンパンゴールド

ME572CL-HP16LTE

ホットピンク

ASUS MeMO Pad 7 (ME572C)

ME572C-BK16

ジェントルブラック

ME572C-GD16

シャンパンゴールド

ME572C-HP16

ホットピンク

プラットフォーム ※1 Android™ 4.4.2

プロセッサー
プロセッサー名 インテル® Atom™ プロセッサー Z3560

動作周波数 1.83GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 2GB

仕様 LPDDR3

表示機能

液晶ディスプレイ 7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)

解像度 1,920×1,200ドット (WUXGA)

グラフィックス機能 PowerVR G6430

記録装置
eMMC ※3 ※4 16GB

ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版 )

サウンド機能
スピーカー ステレオスピーカー内蔵

マイク デジタルマイク内蔵

Webカメラ 500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ)、200万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ)

センサ GPS(GLONASSサポート)、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、磁気センサ

通信機能
無線LAN ※5 IEEE802.11b/g/n

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.0

通信方式

LTE 2,100(1)、1,900(2)、1,800(3)、AWS 1,700/2,100(4)、
850(5)、2,600(7)、800(19)、800(20)MHｚ ※5

W-CDMA（HSPA+） 2,100(1)、1,900(2)、AWS 1,700/2100(4)、
850(5)、800(6)、900(8)MHz ※5

GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900MHz

-

-

-

入力機能 ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)

インター
フェース

USBポート microUSB×1

SIMカードスロット microSIMスロット×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 ※6 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー

バッテリー 
駆動時間

Wi-Fi ※7 約11時間

モバイル通信時 ※8 約11時間 -

バッテリー充電時間 約4時間

バッテリー容量 3,950mAh

消費電力 最大約7W

サイズ 幅114.4mm×高さ200mm×奥行き8.3mm

質量 約279g 約269g

保証期間 タブレット／タブレット内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※9
：購入日より12ヶ月間の日本国内保証

主な付属アプリ

やることリスト (いつまでに何をやるかなどのタスク管理を簡単にできるアプリ)
ASUS Splendid (画質の調整が出来るアプリ)

ATOK for Android (かしこい変換機能で日本語入力が断然ラクになるアプリ)
AudioWizard (音質の調整が出来るアプリ)

Booklive!Reader (電子書籍を購入・閲覧するアプリ)
ebiReader (eBookJapanの電子書籍を購入、閲覧、蔵書するアプリ)
Party Link (撮影した写真をグループ内で簡単に共有出来るアプリ)

PC Link (パソコン上でデバイスの操作が出来るアプリ)
Remote Link (Bluetooth経由でデバイスを無線のタッチパッドとして使用出来るアプリ)

Share Link (Wi-Fi経由でデータの送受信が出来るアプリ)
SuperNote (キーボード入力だけでなく手書き入力も出来るメモアプリ)

What's Next (スケジュールから日常に便利な情報をロック画面やホーム画面に表示するアプリ)

主な付属品 USB ACアダプターセット※9、ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0886227890132 0886227890156 0886227978212 0886227890057 0886227890088 0886227978229

※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップ
デートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新し
いバージョンが搭載されている場合があります。※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。※3 eMMCの増設や交換はできま
せん。予めご了承ください。※4 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。※5 ( )内の値は、対応
バンドになります。※6 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。※7 輝度
100nits(100cd/m2)で、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。
※8 輝度100nits(100cd/m2)で、720Pの動画を連続再生し、電波を正常に受信できる状態での平均的な利用時間です。ただし、使用環境や設定
などによって記載時間と異なる場合があります。※9 USB AC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。
● お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。● 同梱品、及び
専用オプション以外の動作は保証対象外です。● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、または
Google Playギフトカードが必要です。● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。 ● 詳細なユーザー
マニュアルはASUSサポートサイト（ http://www.asus.com/jp/support/ ）からダウンロードできます。● Googleアカウント等で作成され
たデータは保証対象外です。● モバイルデータ通信を利用するには、SIMカードを提供する通信事業者との契約が別途必要になります。
「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。その他掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

0570-783-886

漢字変換のミスや、誤入力のイライラも、最高水準の
日本語入力システム「ATOK 」で全て解消。ストレス
フリーに文字入力ができるから、メールやSNS投稿が
より楽しくなります。

最高水準の日本語入力システム「ATOK」搭載。

どこから見ても、思わず目が奪われる1,920×1,200ドット（WUXGA）
のIPS液晶パネルを搭載。写真も動画もネット記事も、詳細まで鮮明に
映し出します。

圧倒的な美しさに触れる。

AP-A-20150206

ASUSTeK Computer Inc.について
ASUSTeK Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、
タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得
ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年
には4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2014年12月までに10年連続でマザーボードのシェア第1位※1を、
2013年にAndroid™タブレットシェアNo.1※2を達成しています。
※1株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ※2「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

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

※1 ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、デスクトップパソコン、All-in-One PC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ピックアップサービス※1

ASUSなら万が一故障しても、ご自宅まで引き取りに伺います。

お好みのプランでLTE高速データ通信が楽しめるSIMフリーモデルと、
Wi-Fiモデルの2種類のモデルを用意しました。

データ通信はもっと速く、もっと自由に。

いま、本物を知る大人たちの手に。

軽量スリムボディーに、パワフルで高性能なインテル®クアッドコアCPUを
搭載。省電力設計だから、バッテリー駆動時間は最大約11時間。1日中
たっぷり使用できます。

性能は高く、消費電力は低く。

毎日カバンに入れて持ち歩くのに丁度良い、薄さ約8.3mm、軽さ約269 g  の
超軽量スリムボディー。都会的で優美な洗練されたデザインに、厳選された機能と
徹底的に追及された使いやすさ。デザインも、機能性も妥協しない、本物志向の
大人へ送る、こだわりのプレミアムタブレット。

※

※ME572Cシリーズの場合。

■ASUS MeMO Pad™ 7 (ME572CL/C)専用アクセサリー

時間駆
動約

専用カバー
□JANコード : 0886227849871

Carry  Meカバー
□JANコード : 0886227849864

ペルソナカバー
□JANコード :アーモンド/0886227847983
                   ブ ラック /0886227847990


