
S500MD--I7R3060EC

ブラック

Windows 11 Home 64ビット

CPU名 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー

動作周波数 (標準/最大) P-core 2.1GHｚ/4.8GHｚ (8コア) / E-core 1.6GHｚ/3.6GHｚ (4コア)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 25MB

インテル® B660

標準 ※2 32GB

仕様 DDR4-3200

グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

ビデオメモリ ※3 12GB

SSD ※4 512GB (PCI Express 4.0 x4接続)

HDD -

ドライブの種類 DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)

読み出し速度 CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速

書き込み速度 CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速

サウンド機能 ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

スピーカー -

マイク -

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

無線LAN -

Bluetooth® 機能 -

キーボード 109キーUSB日本語キーボード

ポインティングデバイス USBマウス
外部ディスプレイ出力 (ビデオカー
ド)

DisplayPort×3、HDMI×1

外部ディスプレイ出力 (オンボード) HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート
正面：USB3.2 (Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2
背面：USB2.0×4

シリアルポート 背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×2

パラレルポート 背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1

PS/2ポート 搭載

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、スマートカード

オーディオ
正面：ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1

拡張スロット ※2

PCI Express® 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×0)
PCI Express® 3.0 x1  スロット×2 (空きスロット×2)
Wi-Fi用 M.2 コネクター × 1 (空きコネクター ×1)
SSD用 M.2 コネクター × 2 (空きコネクター ×1)

ドライブベイ ※2 3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)

搭載

500W (80PLUS® GOLD)

最大約294.01W

16区分 83.0kWh/年 (AAA)

幅162mm×奥行き291.4mm×高さ355mm

約6.4kg

購入日より12ヵ月間の日本国内保証＋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）※6

WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※7

インターフェース

質量

保証期間

ビジネス統合アプリ

エネルギー消費効率 ※5

サイズ

セキュリティスロット

電源

消費電力

入力機能

型番

OS ※1

CPU

メインメモリ

表示機能

光学ドライブ

サウンド

チップセット

本体カラー

通信機能

記憶装置



S500MD-I5R3060EC

ブラック

Windows 11 Home 64ビット

CPU名 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー

動作周波数 (標準/最大) P-core 2.5GHｚ/4.4GHｚ (6コア)

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 18MB

インテル® B660

標準 ※2 16GB

仕様 DDR4-3200

グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce RTX™ 3060

ビデオメモリ ※3 12GB

SSD ※4 512GB (PCI Express 4.0 x4接続)

HDD -

ドライブの種類 DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)

読み出し速度 CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速

書き込み速度 CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速

サウンド機能 ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

スピーカー -

マイク -

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

無線LAN -

Bluetooth® 機能 -

キーボード 109キーUSB日本語キーボード

ポインティングデバイス USBマウス
外部ディスプレイ出力 (ビデオカー
ド)

DisplayPort×3、HDMI×1

外部ディスプレイ出力 (オンボード) HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート
正面：USB3.2 (Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×2
背面：USB2.0×4

シリアルポート 背面：シリアルポート (D-Sub 9ピン)×2

パラレルポート 背面：パラレルポート (D-Sub 25ピン)×1

PS/2ポート 搭載

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、スマートカード

オーディオ
正面：ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1

拡張スロット ※2

PCI Express® 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×0)
PCI Express® 3.0 x1  スロット×2 (空きスロット×2)
Wi-Fi用 M.2 コネクター × 1 (空きコネクター ×1)
SSD用 M.2 コネクター × 2 (空きコネクター ×1)

ドライブベイ ※2 3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)

搭載

500W (80PLUS® GOLD)

最大約189.3W

16区分 82.2kWh/年 (AAA)

幅162mm×奥行き291.4mm×高さ355mm

約6.4kg

購入日より12ヵ月間の日本国内保証＋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）※6

WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※7

記憶装置

質量

保証期間

ビジネス統合アプリ

エネルギー消費効率 ※5

サイズ

セキュリティスロット

電源

消費電力

入力機能

型番

OS ※1

CPU

メインメモリ

表示機能

光学ドライブ

サウンド

チップセット

インターフェース

本体カラー

通信機能
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