
長 時 間のバッテリー駆 動を実 現した、コンパクトな15.6 型ビジネスノートPC 。
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15.6型サイズでトップクラスの
小型薄型軽量ボディ
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過酷な環境での使用にも
耐える軍用レベルの堅牢性

ASUSPRO P3540 製品カタログ

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

P3540
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外出先でも安心。
長時間のバッテリー駆動

最大180度まで開くヒンジを採用。
フラットな状態でのスクリーンシェアや
使う姿勢に合わせた角度の調整など、
今まで以上にノートPCを自由なスタイルで使えます。  



購入日より36ヵ月間の日本国内保証付きです。保証期間中の修理費および
修理のための往復送料は無料となり、修理回数は無制限となります。

安心の3年保証パッケージ

※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、W52/W53は屋内使用に限ります。※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポー
トしていません。※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。

● 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、2019年7月現在のものです。 

ASUSPRO P3540 製品仕様

NB-SP-20190823

バッテリー駆動時間は、最長約14.5時間を達成。会議中や外出先であっても、いつ
までも高い生産性を保つことができます。さらに、超高速なSSDを搭載し、ストレス
のないビジネス環境を実現。PCの起動速度やファイルへのアクセスなどのPC利用に
おける動作のもたつきに、もう頭を悩ませる必要はありません。

作業を止めない、優れた基本性能

ビジネスを支える高い実用性
米国国防総省が定める、軍用規格のMIL
規格（MIL-STD 810G）に準拠したテスト
をクリアするなど、優れた堅牢性を実現。
また、Webカメラのプライバシーシールド
や「Windows  Hello」に対応した指紋
センサーを搭載するほか、ビジネスに欠かせ
ないTPMに対応するなど、高い信頼性を
備えています。

インターフェース・本体サイズ

カタログ掲載製品のお問い合わせ
法人お問い合わせ窓口

ASUS 法人問い合わせ窓口 で検索

https://biz.asus.co.jp/contact/

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。

サービス完了後は
ご自宅まで配 送 ※3

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 PC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップ PC、All-in-One（一体型 PC）、液晶ディスプレイ、プロジェクター
のみ対応。 ※ 2 メーカー保証期間外は有料となります。 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。
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負担は小さく、画面は大きく
大きな画面と小さなボディを両立させた
15.6 型 ノート P C で す。超 狭 額 ベ ゼ ル
ディスプレイを採用し、ボディの小型
軽量化を実現。まるでフレームレスの
ような大きくて見やすい画面を、出張
旅行などの移動時でもラクに持ち運ぶ
ことができます。
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※P3540FA-EJ0458Rの場合。

使い方が広がる、充実の接続性
極めて小型軽量なボディですが、接続性の
高さにもこだわりました。4つのUSBポート
やSDメモリーカードリーダーをはじめ、LAN
HDMI、D-Sub15ピンなど多くの入出力
ポートを搭載。幅広い周辺機器に接続でき、
外出先でも安心です。また、ケンジントン
ロックに対応しているのも特長です。

NVMe
接続

従 来より約3倍速い
NVMe SSD
SATA3 SSD

製品名 ASUSPRO P3540FA
型番 P3540FA-EJ0458R P3540FA-EJ0484R P3540FA-EJ0485R
本体カラー グレー
OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™
 i7-8565U プロセッサー

インテル® Core™ 
i5-8265U プロセッサー

インテル® Core™ 
i3-8145U 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4.6GHz)

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3.9GHz)

2.1GHz (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3.9GHz)

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 インテル® スマート・キャッシュ 4MB

チップセット -

メインメモリ
標準 ※2 16GB 8GB 4GB

仕様 DDR4-2400

表示機能

ディスプレイ 15.6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 620 (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1,920x1,200ドット 

記憶装置 SSD ※5 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) 256GB (PCI Express 3.0 x2接続)

光学ドライブ

ドライブの種類 -

読み出し速度 -

書き込み速度 -

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 (2W×2)

マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵

センサー 指紋認証

通信機能

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

無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.0

入力機能
キーボード 104キー日本語キーボード

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド

インター
フェース

外部ディスプレイ出力 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート USB3.1 (Type-C/Gen1) ※7 ×2、USB3.0×2

カードリーダー SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード

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 (3セル)

バッテリー駆動時間   ※8 約14.5時間 約6.6時間 約7.6時間

バッテリー充電時間 約3.8時間 約2.7時間

消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率 (2011年度基準) M区分 0.013 (AAA) M区分 0.015 (AAA) N区分 0.022 (AAA)

サイズ (突起部除く) 幅357.3mm×奥行き236.8mm×高さ19.4mm

質量 約1.85kg 約1.8kg

保証期間 本体：購入日より36ヵ月間の日本国内保証 
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 -

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

JANコード 0192876400913 0192876417546 0192876417553

USB 3.1 Gen1 Type-C

USB3.0
USB 3.1 Gen1 Type-C ケンジントンロック

USB3.0

マイク／ヘッドホン
SDカード

電源入力

HDMI

LAN

D-Sub 15ピン

357.3mm

236.8mm


