ASUS Chromebook Flip CM1（CM1400）製品カタログ 2021.10

タッチ対 応

あらゆるシーンにフィット。

気 軽に使 えるフリップ 型ノートパ ソコン

＊2021年1月～7月
「BCNランキング」を基にした自社調べ。

（CM1400）
防滴・傷のつきにくい加工

米国軍用規格の堅牢性

全国の教育機関が導入

1,500校以上

インカメラ＋アウトカメラ

ビデオ通話に必須の
Webカメラ（インカメラ）

タブレットスタイルで
撮影できるアウトカメラ

Chrome OS による高 いセキュリティ
セキュリティ機 能がOSに組み込まれているので、ウイルスやマルウェアのことを気にす
る必 要が なく、安心してビジネスや学 習に集 中できます。また、O Sは常に最 新 の 状 態
で動 作する仕 組みになっており、新たな脅威に対しても高いセキュリティに守られます。

▲

防滴仕様

ASUSのChromebookを

学習に便利

導入 実 績の詳細はこちら

https://techinstyle.asus.com/jp/
chromebook-case-list/

レビューを書いて！

ワイヤレスマウスがもらえる
キャンペーン実 施中！

www.asus.com/jp/events/infoM/activity_chromebook_review/

360°自由自在。
4つのスタイルで

様々なシーンで活用
360°
回転するヒンジにより、使
用 するシ ーン に 合 わ せ て 多 彩
なスタイル に 変 化します。タブ
レットスタイルでメモをとったり、
ノートPCスタイルに切り替えて

ASUS Chromebook Flip CM1（CM1400）製品仕様

文 書 作 成をしたり、仕事・学 習

製品名

スタイルも自由自在です。

ASUS Chromebook Flip CM1（CM1400）

型番

CM1400FXA-EC0010

本体カラー

フレキシブル に使 える 4つのスタイル

トランスペアレントシルバー

OS ※1

Chrome OS

ゼロタッチ登録

対応
CPU名

CPU

AMD 3015Ce プロセッサー+Radeon™ グラフィックス

動作周波数

1.2GHz/2.3GHz

キャッシュメモリ

ノートパソコンスタイル

テントスタイル

スタンドスタイル

メインメモリ

タブレットスタイル

3次キャッシュ 4MB

標準 ※2

8GB

仕様

DDR4-1600

ディスプレイ

長時間のタイピングも

表示機能

疲れにくい

グレア

解像度

1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル

搭載

グラフィックス機能

1. 4 m m キ ーストロ ー クのフルサイズ

AMD Radeon™ Graphics（CPU内蔵）

外部ディスプレイ出力 ※3

キーボードを搭 載しているので、長 時

記憶装置

間のタイピングに伴う疲れを軽 減する

サウンド機能

ことができます。

14型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様

1.4 mm

通信機能

入力機能

軽 量小型でも安心の堅 牢性 ／
ロングライフバッテリー

64GB

スピーカー

ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

マイク

アレイマイク内蔵
インカメラ 92万画素Webカメラ内蔵
アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵（オートフォーカス対応）

Webカメラ

キーストローク

最大3,840×2,160ドット

eMMC ※4

無線LAN ※5

IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth ® 機能

Bluetooth ® 5.0

キーボード
ポインティングデバイス

78キー日本語キーボード（JIS配列）
10点マルチタッチ・タッチスクリーン（静電容量方式）、
マルチタッチ・タッチパッド

外部ディスプレイ出力

ASUS独自の厳格な品質試験だけでなく、米国軍事規

11.6

格（MIL-STD810H）で定められている非常に要求の
11.6時間使えるため、安心して持ち運べます。

約

厳しいテストを複数クリア。また、1回の充電で最大約

インター
フェース

時間

USBポート

ー
USB3.2（Type-C/Gen1）※6 ×2、USB3.2（Type-A/Gen1）×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 ※7

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
電源

［ バッテリー駆動時間 ］

非搭載
ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー（3セル）

バッテリー駆動時間 ※8

約11.6時間

バッテリー充電時間

充実したインターフェース

約1.5時間

消費電力

最大約45W

エネルギー消費効率 ※9

USB3.2（Type - C /G en1）ポートを2基と、USB3.2（Type - A /G en1）

サイズ（突起部除く）

ポートを1基を 備え、様 々な周 辺 機 器に接 続 が可能 です。また、利 便 性を

10区分 12.7kWh/年（AA）
幅326.5mm×奥行き228.8mm×高さ18.6mm

質量

最 大 限に高める追 加ストレージ用のmicroSDカードリーダーも搭 載。

保証期間
主な付属品

約1.65kg
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
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※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. 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）。 ※6. 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。 ※7. 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。 ※8. 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。 ※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

USB3.2（Type - C/Gen1）

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

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

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。
● 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

電源ボタン

ボリュームボタン

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

microSDカードスロット USB3.2（Type -A /Gen1）

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、2021年9
月現在のものです。

お問合せ

ASUSコールセンター：

オンライン 修 理 受 付 サービ ス

［ 通話料無料 ］

携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は

24時間受付

0570-783-886（通話料はお客 様 負担）

受付時間：９：00～19：00（年中無休）

https://rma.asus.com/jp

※ お申込みには、製品の購入証明のコピー、シリアル番号が必要になります。

ASUS公式サイト：
www.asus.com/jp/
asus.jp

@ASUSJapan

ASUS Store：
jp.store.asus.com/
ASUS Store

asusjapan

故障 原因問わず、絶 対サポート！
水没
にも！

落下
にも！

※1

保証加入料

［ 1年 目 有 効 ］

※2 検証費、作業費、部品代金の80%はASUSが負担します。

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。

ウイルス
にも！

自己負担：交換部品代の

登録するだけ！
故 障・破 損・ど ん な 壊 れ 方 で も 保 証

落雷
にも！
※２

のみ

（＋消費税）

https://asus-event.com/anshin/
CB-9-2021001

