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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 ASUSStorejp.store.asus.com/

ASUS Store：

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、OS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。 

Chrome OS による高いセキュリティ

※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。

● 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、2021年3月現在のものです。

ASUS Chromebook Detachable CM3 製品仕様

製品名 ASUS Chromebook Detachable CM3

型番 CM3000DVA-HT0019

本体カラー ミネラルグレー

OS ※1 Chrome OS

ゼロタッチ登録 対応

CPU
CPU名 MediaTek™ MT8183

動作周波数 2GHz

メインメモリ
標準 ※2 4GB

仕様 LPDDR4X

表示機能

液晶ディスプレイ 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（WUXGA）

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 ARM Mali-G72 MP3（CPU内蔵）

外部ディスプレイ出力 ※3 最大1,440×900ドット

記憶装置 eMMC ※4 128GB

サウンド機能
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 192万画素Webカメラ内蔵、

アウトカメラ 800万画素Webカメラ内蔵（オートフォーカス対応）

通信機能
無線LAN ※5 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.2

入力機能
キーボード 78キー日本語キーボード（JIS配列）

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン

インターフェース
USBポート USB2.0（Type-C）×1 ※6

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 ー

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 ※8

本体 約12.3時間

本体＋デタッチャブルキーボード 約12時間

バッテリー
充電時間

本体
約3.6時間

本体＋デタッチャブルキーボード

消費電力 最大約45W

エネルギー消費効率 ※9 12区分 14.1kWh/年（AA）

サイズ
（突起部除く）

本体 幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ7.9mm

本体＋デタッチャブルキーボード 幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ13.3mm

本体＋デタッチャブルキーボード＋スタンドカバー 幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ16.9mm

質量

本体 約506g

本体＋デタッチャブルキーボード 約748g

本体＋デタッチャブルキーボード＋スタンドカバー 約915g

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

主な付属品
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen、
デタッチャブルキーボード、フレックスアングルスタンドカバー

ノート
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ペン
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テレワークや

オンライン学習に

おすすめ！

USB2.0（Type-C）
本機への給電及び

映像出力対応



ASUSChromebookDetachableCM3では、
携帯性、生産性、そして複数のスタイルで体感できる多様性のすべてを、
卓越した1つのデバイスで実現しています。

思いついたアイデアをスケッチできる収納可能なASUSUSIPen、
用途に合わせて縦・横どちらでも使えるフレックスアングルスタンドカバー、
快適なタイピングを可能にするデタッチャブル（脱着式）キーボードを標準付属。

学習、仕事、遊びに、あらゆるシーンに合わせて
付属のスタンドカバーとキーボードを組み合わせれば
タブレット、ノートパソコンのどちらのスタイルにもすばやく変身し、
生産性が向上し、エンターテイメントもさらに楽しめます。

比類なき多様性により、可能性が無限に広がる
真の2-in-1Chromebookです。

常識を超越する縦横自在の最新型ノートパソコン 

多様 性 携 帯 性 生 産 性

縦でも横でも、さまざまな用途に対応する 
柔軟なスタンド設計
さまざまな用途に合わせて縦向きにも横向きにも使用できるマグネット式の
フレックスアングルスタンドカバーが付属しています。チャットやウェブの閲覧、
読書、エンターテインメントなど、縦横自由に設置して楽しむことができます。

タブレットスタイル

収納可能なスタイラスペン ASUS USI Pen が 
創造力を刺激する
ASUS Chromebook Detachable CM3には、収納時にすばやく自動充
電する高精度スタイラスペンのASUS USI Penを標準付属。本体に収納可
能で、メモやスケッチはもちろん、アイデアがひらめいたときにさっと取り出
して使用できます。さらに収納しながら充電も可能で、わずか15秒で約45
分間使える急速充電にも対応しました。

タッチ＆ペン

お気に入りのアプリは 
Google Play ストアからダウンロード
Chrome アプリに加え、Google Play 提供の Android アプリにも対応
しているので、Google Play ストアにアクセスし、仕事や遊びでお使いのア
プリを Chromebook にダウンロードすることができます。ビジネスや学習、 
クリエイティブな活動がもっとはかどるたくさんのアプリで、ノートパソコン
でできることの幅がぐっと広がります。

Google Play ストア

人間工学に基づたデザインで 
快適なタイピング
付属する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し、場所を問わず仕
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、脱着可能なデタッ
チャブルキーボードにより、快適にタイピングすることができます。

ノートパソコンスタイル

6°
0°~90°

縦・横向き設置に対応する
フレックスアングル
スタンドカバー付属

デタッチャブル（脱着式）キーボード付属

約45分間
使 用可能

わずか15秒で

エルゴリフトヒンジキーピッチ
17.5mm

キートラベル
1.5mm

収納可能なスタイラスペン ASUS USI Pen が
創造力を刺激する
ASUS Chromebook Detachable CM3には、収納時にすばやく自動充ASUS Chromebook Detachable CM3には、収納時にすばやく自動充
電する高精度スタイラスペンのASUS USI Penを標準付属。本体に収納可
能で、メモやスケッチはもちろん、アイデアがひらめいたときにさっと取り出
して使用できます。さらに収納しながら充電も可能で、わずか15秒で約45
分間使える急速充電にも対応しました。

お気に入りの有線・無線ヘッドホンが使える 
パワフルかつクリアなオーディオ
音楽や動画を楽しみたいときには、高品質5マグネットステレオスピーカー
がハイファイオーディオを生成し、高揚感に浸れるパワフルでゆがみの少な
いサウンドを提供します。さらに、本体にマイクロホン/ヘッドホン・コンボ
ジャックを搭載しているので、お気に入りの有線イヤホンやヘッドホンを使
うことができます。

サウンド

ASUSUSIPen付属
4,096最

大

筆圧検知

5マグネット
ステレオスピーカー

マイクロホン/
ヘッドホン・
コンボジャック




