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ご来店お電話 ※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）
受付時間：９：00～19：00（年中無休）

0570-783-886
［ 通話料無料 ］ASUSコールセンター：

※ノートPC／タブレット／スマートフォン製品のみ

東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル1F
営業時間：10：00～20：00（最終受付19:00／年末年始休業）

カスタマーサービスセンター：ASUS Store Akasaka

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

改革とは、制約のことだったのだろうか。

時間が来ると、電気が消える。PCがシャットダウンされる。

早帰りの曜日を指定される。

改革が始まってから制約ばかりが増え、休み方の定型フォーマットが支給された。

だが私たちは、それぞれが創りたい価値に向かって、自らの意志で走っている。

それが何より刺激的で、この遊びをもっと続けたいという思いに駆られる。

だから頭が熱いうちはシャットダウンしないし、

思い立ってしまえばどこでも働く。

そんな人たちのために、生まれたPCがある。

働き方や働く場所に制約をもたない人のための、

究極のモビリティと一切の無駄がないフォルム。

あらゆるシーンで活躍する、究極の遊び道具である。

ハタラクを、解放する。

ASUS ExpertBook B9 B9450FA 製品仕様

※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. 赤外線（IR）カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用す
るアプリなどにより異なります。 ※7. 有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター（LANアダプター）をmicroHDMIポートへ接続してご利用ください。 ※8. 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）。 ※9. 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。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。 ※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。 ※11. 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。

● 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、2020年4月現
在のものです。

シリーズ名 ASUS ExpertBook シリーズ

製品名 ASUS ExpertBook B9 B9450FA

型番 B9450FA-BM0295TS B9450FA-BM0323TS B9450FA-BM0501TS B9450FA-BM0500TS

本体カラー スターブラック

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー

動作周波数（標準/最大） 1.8GHz（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4.9GHz） 1.6GHz（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4.2GHz）

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

メインメモリ
標準 ※2 16GB

仕様 LPDDR3-2133

表示機能

ディスプレイ 14.0型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 ノングレア

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 インテル® UHD グラフィックス

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3,840×2,160ドット 

記憶装置 SSD ※5 1TB（PCI Express 3.0 ×4接続） 512GB（PCI Express 3.0 ×2接続）

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（クアッドマイク）

Webカメラ 92万画素赤外線（IR）カメラ内蔵 ※6

センサ 指紋認証

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）※7

無線LAN ※8 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.0

入力機能
キーボード 86キー日本語キーボード（イルミネートキーボード）

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド（NumberPad 2.0）

インターフェイス

外部ディスプレイ出力 HDMI ×1

USBポート Thunderbolt 3（Type-C）※9 ×2、USB3.1（Type-A/Gen2）×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

電源 ACアダプターまたは
リチウムポリマーバッテリー（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（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（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（2セル）

バッテリー駆動時間 ※10 約29.8時間 約15.1時間 約31.6時間 約16.0時間

バッテリー充電時間 約2.8時間 約2.2時間 約2.8時間 約2.2時間

消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率 ※11 10区分 11.2kWh/年（AAA） 10区分 11.3kWh/年（AAA）

サイズ（突起部除く） 幅320mm×奥行き203mm×高さ14.9mm

質量 約995g 約870g 約995g 約870g

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

ビジネス統合アプリ Microsoft Office Home and Business 2019

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター、専用スリーブ

世界最軽量クラス14インチノートパソコン

エイスース エキスパートブック

ハタラクを、解放する。
B9450FA

B9450FA

https://asus-event.com/anshin/▲

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

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！



さらに詳しい製品詳細は www.asus.com/jpASUS Webサイト

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

マグネシウムリチウム合金をボディに採用することで、870g*の軽
さを実現しました。さらに、狭額ベゼルディスプレイを採用しており、
13インチクラスのボディサイズにも関わらず、14インチの大画面を
搭載しています。

長時間のフライトも、仕事からプライベートまで丸1日使用する時も、
ASUS ExpertBook B9なら安心です。最長約30時間*のバッテ
リー駆動により、充電を気にすることなく作業に集中することがで
きます。また、WiFi6（IEEE802.11ax）対応により、高画質な動画
ストリーミングやファイルダウンロードなど、より安定した高速な通
信が可能になります。

片手で軽々。
超・軽量モバイルノートパソコン

ASUS ExpertBook B9に使用されるマグネシウムリチウム合金は、
一般的なマグネシウム合金や鉄などの素材に比べて軽量かつ堅牢
性が高いことが特徴です。さらに、CNC-ミルド製法によってボディ
を削り出すことで、従来のプレス加工ではできない細かい加工が可
能となり美しく、頑丈なボディとなっています。

軽量かつ強靭。
こだわりの頑丈設計

タッチパッドがテンキーになる「NumberPad 2.0」を搭載。タッチ
パッド内のアイコンをタッチするだけで、テンキーに早変わり。入力
の自動判別機能を搭載し、タッチパッドとしてそのまま操作するこ
ともできます。

次世代タッチパッド。
ワンタッチで、テンキー入力

ASUS ExpertBook B9は、パネル圧力テストやキーボード耐久性
テストなどのASUS独自の厳格な品質試験だけでなく、米国軍事規
格（MIL-STD810G）で定められている非常に要求の厳しいテスト
を複数クリア。過酷な環境にも耐えうる高い堅牢性により、日々の
様々なシーンでの利用でも安心です。

信頼性と耐久性の両立。
MIL規格準拠のタフボディ

やりたいことを、好きなだけ。
驚きの長時間バッテリー駆動

* バッテリー駆動時間はモデルにより異なります。詳しくはスペック表をご参照ください。

ビジネスでも、プライベートでも。
安心のセキュリティ

USB 3.1（Gen2）

ケンジントンロック

オーディオジャック

Thunderbolt™ 3（Type-C）

HDMI

microHDMI

ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで使用されることを想定し、薄型でありながら十分
なインターフェイスを備えています。充電やデータ転送、映像出力まで可能なThunderbolt™ 3
（Type-C）を搭載。さらに、付属のmicroHDMIイーサネットアダプターを使えば、ギガビット
有線LAN接続が可能になります。機器固有のMACアドレスが紐づけられるため、企業内のデ
バイス管理が容易になります。

スムーズな接続性。
充実のインターフェイス

HDMI USB 3.1（Gen2）microHDMI Thunderbolt™ 3
（Type-C）

落下テスト 衝撃テスト パネル圧力テスト キーボード
耐久性テスト

Webカメラカバー
カバーを 使 用することで We bカメラを 物 理 的 に
シャットアウトできます。

TPMセキュリティーチップ
PC内部に独 立したセキュリティーチップを搭 載し、
企業使用に適う、高いセキュリティを実現しています。

USBポートロック
USBデバイスからの情報漏洩などを防ぐため、USB
ポート経由での書き込み／読み込みを制限します。

顔認証センサー
Windows Hello対応の顔認証ログインで、暗い場
所でもハンズフリーのログインができます。

指紋センサー
複雑なパスワードを入力することなく、指をかざすだ
けでログインできます。

870g
軽
さ
約

［ バッテリー駆動時間 ］

型14  
［ 狭額ベゼルディスプレイ ］ ［ ベゼル幅 ］

4mm約

最新の第10世代インテル® Core™ i7プロセッサーに加えて、大容
量メモリとストレージを搭載。ストレージには、PCI Express接続
の高速SSDを1TB搭載しているので、アプリケーションやOSの起
動を飛躍的に高速化し、大容量ファイルの保存も今まで以上に速く
なります。

あらゆる作業をスマートに。
卓越したハイパフォーマンス

故障・破損・どんな壊れ方でも保証

ASUSの製品保証に新しく「ASUSのあんしん保証」が誕生しました。従
来の保証に加えて、より快適に安心して製品をご利用いただけるようにな
りました。通常のメーカー保証では対象とならない水没や落下による破損、
落雷、火災、さらにコンピュータウィルスによる感染など、どんな故障原因
でも手厚い保証を受けられるサービスです。

故障原因問わず、絶対サポート。
新・登場！ASUSのあんしん保証

※1. 規定期間中にMyASUSへの登録が必要です。その他条件に関しては、 
右記URLからご確認ください。

※２.2年目以降は通常の修理代金が発生します。

保証加入料
［1年目有効］

自 己 負 担：
交換部品代の

のみ
（＋消費税）

※1 ※２ ウイルスにも 水没にも 落下にも 落雷にも

https://asus-event.com/anshin/

詳しくはこちら

16GB
［ メモリ ］［ PCI Express 3.0×4 接続 ］

1TBSSD

※ CPU、記憶装置はモデルにより異なります。詳しくはスペック表をご参照ください。

*  質量はモデルにより異なります。 
詳しくはスペック表をご参照ください。

30時 間約
*

*




