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一日の仕事をもっと楽にスタート

縦横自在、タブレットとしても使える
軽量小型ビジネスノートパソコン

B3000DQ1A

スタイラスペン
タッチ対応

型10.5

デタッチャブル（脱着式）
キーボード

ASUS Pen

フレックスアングル
スタンドカバー

自在に変形して
柔軟に使える

標準付属の
3つのアクセサリー

軽量小型
米国軍用規格の堅牢設計

持ち運びに最適

防滴加工のキーボード
595g約

※

軽 さ
※ タブレットのみの場合

本体収納可能

ASUS Pen 標準付属

さっと取り出してすぐ
メモやスケッチできる

消しゴムや
マウスの右クリック
機能も利用可能な

ボタン搭載

45分間約 使用可能
わずか15秒で 自動で急速充電

4,096最
大

筆 圧 検 知



変形自在、タブレットとしても使用可能
キーボードが着脱可能なので、通常のノートパソコンスタイルのほか、動画鑑
賞や電子書籍の閲覧などの際に、フレックスアングルスタンドカバーで縦横に
立てたり、本体だけでタブレットのように使用したりとシーンに合わせて使い
方も自由自在です。
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ASUS Pen フレックスアングル
スタンドカバー

デタッチャブル（脱着式）
キーボード

付属品

インター
フェース

電源ボタン ボリュームボタン

インカメラ Webカメラ内蔵 アウトカメラ Webカメラ内蔵（オートフォーカス対応）

USB3.2 Gen1（Type-C） マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A 製品仕様
製品名 ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A
型番 B3000DQ1A-HT0102MS
本体カラー スターブラック
OS ※1 Windows 11 Home（Sモード）64ビット
CPU CPU名 Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2

メインメモリ
標準 ※2 8GB
仕様 LPDDR4X-4266

表示機能

ディスプレイ 10.5型ワイドTFTカラー液晶
表面仕様 グレア
解像度 1,920×1,200ドット
タッチパネル 搭載
グラフィックス機能 Qualcomm® Adreno™ 618 GPU（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2,560×1,440ドット 

記憶装置 タブレット eMMC ※5 128GB

光学ドライブ
ドライブの種類 ー
読み出し速度 ー
書き込み速度 ー

サウンド機能
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

Webカメラ インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵
アウトカメラ 1,297万画素Webカメラ内蔵（オートフォーカス対応）

通信機能
LAN ー
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.1

入力機能
本体 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）
キーボード
カバー

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド
キーボード 83キー日本語キーボード

インター
フェース タブレット

USBポート USB3.2（Type-C/Gen1）※7×1
カードリーダー ー
オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

セキュリティスロット 非搭載
電源 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/38Wh）
バッテリー
駆動時間 ※8

タブレット 約18.6時間
タブレット＋デタッチャブルキーボード 約15.7時間

バッテリー
充電時間

タブレット 約2.5時間
タブレット＋デタッチャブルキーボード 約2.5時間

消費電力 最大約45W

エネルギー消費効率 ※9 12区分 10.8kWh/年（AAA）

サイズ
 （突起部除く）

タブレット 幅260.3mm×奥行き172.1mm×高さ8.99mm
タブレット＋スタンドカバー 幅260.4mm×奥行き172.2mm×高さ12.74mm
タブレット＋デタッチャブルキーボード＋スタンドカバー 幅260.4mm×奥行き178.44mm×高さ18.89mm

質量
タブレット 約595g
タブレット＋スタンドカバー 約767g
タブレット＋デタッチャブルキーボード＋スタンドカバー 約1,011g

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＋

購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証（日本国内保証・要登録）※10
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

ビジネス統合アプリ Microsoft 365 Personal（1年間使用権）※11

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、デタッチャブルキーボード、
スタンドカバー、ASUS Pen

一日の仕事をもっと楽にスタート

https://asus-event.com/anshin/▲

詳しくはこちら※1 規定期間中にMyASUSへのご登録が必要です。
※2 検証費、作業費、部品代金の80%はASUSが負担します。

故障・破損・どんな壊れ方でも保証

自己負担：交換部品代の

のみ
（＋消費税）

※２※1保 証 加入料
［1年目有 効 ］

登録するだけ！

ウイルス
にも！

水没
にも！

落下
にも！

落雷
にも！

故障原因問わず、絶対サポート！

お
問
合
せ

お電話
受付時間：９：00～19：00（年中無休）
※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）0570-783-886
ASUSコールセンター： ［通話料無料］

www.asus.com/jp/

ASUS公式サイト： asus.jp @ASUSJapan

asusjapan ASUS Storejp.store.asus.com/

ASUS Store：

NB-9-20220930

※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. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります（5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上
移動中継局と通信する場合を除く）。 ※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。すべてのデバイスの動作を保証するものではあり
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. エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達
成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をその
まま%で表示しています。 ※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必
要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト（https://asus-event.com/anshin/）をご確認ください。 ※11. Windowsの初期設定後、180日
以内に使用を開始頂く必要があります。使用開始には支払い情報の入力が必要な場合があります。また、2年目以降も継続して使用される場合は、使用料
の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のMicrosoft 365 Personalに関するサイトをご確認ください。

● 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。 ● 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。 ● 本カタログの画像はイメージで
す。実際の製品と異なる場合があります。 ● 製品画面はハメコミ合成となり変更される場合がありま
す。 ● ご利用になれるアプリとその機能は国や地域によって異なる場合があります。 ● 一部のコン
テンツは別売りになります。 ● このカタログの内容は、2022年10月現在のものです。

ASUS ExpertBook
特設ページはこちら

人間工学に基づいたデザインで、快適なタイピング
付属のデタッチャブルキーボードとフレックスアングルスタンドカバーを組み
合わせれば、ドキュメント編集も可能なノートパソコンスタイルに変貌するため、
仕事にもオンライン学習にも最適で、生産性も向上します。長時間のタイピン
グに伴う疲れを軽減するエルゴリフトデザインのヒンジにより、快適にタイピ
ングすることができます。

6°

エルゴリフトヒンジ

キーピッチ
17.5mm

便利に使える2つのカメラ
ビデオ通話に必須のWebカメラ
（インカメラ）とタブレットスタ
イルでスマホのように撮影でき
るアウトカメラの２つのカメラを
搭載。メモ代わりの撮影やQR
コードの読み込みにも便利です。

抗菌加工・ブルーライト軽減機能
キーボード、タッチパッド、パームレストの
すべてを抗菌加工しているので、有害なバ
クテリアの増殖を抑え、清潔に使用できま
す。さらに、ディスプレイはテュフ ライン
ランド認証済みで、ブルーライト軽減機能
を搭載。子どもの使用にも安心です。

ID 1111252584

テュフ ラインランド社認定
ブルーライト軽減機能

※ ISO 22196規格に基づくテストで、細菌の活性が99％抑制

抗菌効果

抑 制
99％※




