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インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

W700G3T

6コア12スレッドCPUを搭載
NVIDIA® Quadro RTX™を搭載

ProArt StudioBook Pro 17 W700G3Tは、17型液晶を搭載するクリエイター向けの
モバイルワークステーションです。高性能なCPUと業務用のグラフィックス機能を搭載し、
あらゆる処理をストレスなくこなせます。性能だけでなくデザインにもこだわり、17型サイズ
とは思えないほどの小型化を実現しました。広色域に対応した液晶ディスプレイを搭載し、
豊富なインターフェースも備えています。

持ち運べるワークステーション

大画面と
コンパクトボディの両立

ベゼル幅を最大までスリム化させることで、15イン
チクラスのサイズで 17インチの
ディスプレイの搭載を実現。

液晶が180度開く
ミーティング時などに机やテーブルの上に

画面を真上に向けて置いて、
複数人で一緒に画面を見ることができます。

DCI-P3 広色域

PANTONE®の認証

97% Adobe RGB 97%
sRGB 129%

Delta-E<1.5

ASUS キャリブレーション技術を搭載、
ディスプレイの色や明るさの調整を簡単に行え、

さらに色差は Delta-E<1.5 と、
プロフェッショナルが求める色精度を実現。

より正確な色再現性



※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. 専用ビデオ
メモリです。　※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. 有線LANでの接続の場合は、付属のUSBイーサネットアダプター(LANアダプター)を
USBポートへ接続してご利用ください。　※7. 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)。　※8. データ転送と映像出力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。本機への給電はサポートしていません。　※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ve r2 . 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。　※10 .  エネルギー消費効率とは、J I S  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。　※11. 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（ht tps : //a sus -
event .com/ansh in/）をご確認ください。

製品名 ProArt StudioBook Pro 17
型番 W700G3T-AV093R
本体カラー スターグレイ
OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー

動作周波数 2.6GHz/4.5GHz

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 12MB

チップセット モバイル インテル® HM370

メインメモリ
標準 ※2 32GB

仕様 DDR4-2666

表示機能

ディスプレイ 17型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 ノングレア

解像度 1,920×1,200ドット (WUXGA)

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 Max-Q (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)

ビデオメモリ ※3 6GB

外部ディスプレイ出力 ※4 最大7,680x4,320ドット 

記憶装置 SSD ※5 1TB (PCI Express 3.0 x4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 (1W×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 指紋認証

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) ※6

無線LAN ※7 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth®機能 Bluetooth® 5.0

入力機能
キーボード 86キー英語キーボード (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)

インター
フェース

外部ディスプレイ出力 HDMI ×1

USBポート Thunderbolt 3 (Type-C) ※8×1、USB3.1 (Type-A/Gen2)×3

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

セキュリティスロット 搭載

電源 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   ※9 約6.8時間

バッテリー充電時間 約2.6時間

消費電力 最大約230W

エネルギー消費効率 ※10 12区分 35.5kWh/年 (81%)

サイズ (突起部除く) 幅382mm×奥行き286mm×高さ19.9mm

質量 約2.48kg

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）  ※11
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 -

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター

ProArt StudioBook Pro 17 W700G3T 製品仕様高性能な6コア12スレッドCPUを搭載

テンキー機能付きタッチパッドを搭載

多くのISV認証を取得

広色域対応液晶ディスプレイを搭載

ワークステーション向けのグラフィックス機能
グラフィックス機能には、ワークステーション向けのNVIDIA® Quadro RTX™ 
3000 Max-Qを搭載しました。一般向けではなく業務用のグラフィックス機能と
なっており、高いレベルの工業デザインから高度な特殊効果や複雑な化学的視覚化
まで、デスクトップレベルの性能が求められるクリエイティブおよびテクノロジー
に対するプロフェッショナル作業がノートPCにおいても可能となります。

最高 4.5GHzの高クロックで動作する、6 コア 12 スレッドCPUのインテル ®

Core™ i7-9750H プロセッサーを搭載しています。シングルタスクの性能はもちろん、
高いマルチタスク性能を実現しており、ハイスペックなデスクトップPCに匹敵する
ほどの処理性能を提供します。

テンキー機能付きタッチパッドのNumberPadを
搭載しており、タッチパッドモードとテンキーモードを
ワンタッチで切り替えて使用することができます。
タッチパッド上にテンキーを表示してタッチで数字入力
を行うことができ、数字入力が多い用途でも別途
テンキーを用意する必要がありません。

高度なグラフィックス性能が求められるクリエイティブな環境を提供すると共に、それら
のクリエイティブ作業に必要なソフトウェアに対して、より高い安定性と信頼性確保の
ため、ソフト開発会社と協力などして動作確認および製品搭載のハードウェアの
選定を行っており、多くのISV認証を取得し最高のパフォーマンスを得ることができます。

液晶ディスプレイは広色域に対応しており、DCI-P3 97％に対応しているほか、
Delta-Eは1.5未満を実現しているので、元データに忠実な色再現を行えます。また、
PANTONE® 認証も取得しているので、正確な色情報の受け渡しが可能です。

SDカード
マイク／ヘッドホン
USB 3.1 Gen2 Type-A

USB 3.1 Gen2 Type-A

HDMI
Thunderbolt™ 3
セキュリティスロット

インターフェース

オープン価格（参考小売価格（税別）：229,800円）

ProArt StudioBookシリーズは、通常のノートパソコンよりも
超・高性能のスペックを搭載したモバイルワークステーションです。
インテル® 高性能プロセッサー、NVIDIA® Quadro RTX™ シリーズを搭載し、
デスクトップ型のワークステーションに匹敵する圧倒的なパワーを
モバイルパソコンで実現しています。
データサイエンティストやプロダクトデザイナー、アニメーターなど
第一線で活躍するプロを支える最高の仕事道具となります。

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

ASUS 法人問い合わせ窓口 で検索

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

●このカタログの内容は、2021年4月現在のものです。


