
高速起動、スタイリッシュ、シンプル
ASUS  Chromebookシリーズ

ASUS Chrome シリーズは、 Chrome OS™ を採用することで、軽快な動作と使い
やすいインターフェース、高いセキュリティを実現した製品シリーズです。アプリ
ケーションやセキュリティが自動的に最新の状態に保たれるめ、企業や学校での
使用に最適です。

法人・教育機関向けに最適な最新OS

C300MA / C200MA

13.3型 11.6型

法人向けASUS Chromebookカタログ



ASUS Chromebook 製品仕様

※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. メモリの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. IEEE 802.11a/n/acは、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。
※6. 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。※7. バッテリー駆動
時間は、Google社の制定した測定方法にて算出した値となります。※8. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディ
スプレイを交換するサービスです。
お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。● 同梱品、及び専用オプション以外
の動作は保証対象外です。● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。● Googleアカウント等で作成されたデータは
保証対象外です。●このスペック表の内容は、2014年11月現在のものです。

製品名

型番 C300MA-RO010

本体カラー ブラック

C200MA-KX015

ASUS Chromebook C300MA ASUS Chromebook C200MA

ブラック

OS ※1 Chrome OS

CPU

CPU名 インテル® Celeron® プロセッサー N2830

動作周波数 2.16GHz (インテル®バースト・テクノロジー利用時は最大2.41GHｚ)

キャッシュメモリ 1MB

メインメモリ
標準 ※2 2GB

仕様 DDR3L-1333 (PC3L-10600) 

表示機能

液晶ディスプレイ 13.3型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト)

表面仕様 ノングレアノングレア

解像度 1,366×768ドット (WXGA)

記憶装置

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵)

外部ディスプレイ出力 ※3 最大1,920×1,200ドット

eMMC ※4 16GB

サウンド機能
スピーカー

マイク デジタルマイク内蔵

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵

通信機能
無線LAN ※5 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド

キーボード 78キー日本語キーボード

インターフェース 
USBポート USB3.0×1、USB2.0×1

外部ディスプレイ出力 HDMI×1

カードリーダー SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード

オーディオ ※6 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イオンバッテリー (3セル)

バッテリー駆動時間 ※7

バッテリー充電時間

消費電力 最大約33W

エネルギー消費効率 (2011年度基準) Y区分 0.067 (AAA)

サイズ (突起部除く) 幅329mm×奥行き230mm×高さ20.3mm

質量 約1.4kg

Y区分 0.081 (AAA)

幅304.3mm×奥行き200mm×高さ19.8mm

約10時間

約2.4時間

約11時間

約3時間

約1.1kg

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

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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※8

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

11.6型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト)

グレア

ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
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ASUSTeK Computer Inc.について
ASUSTeK Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、
タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得
ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年
には4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2013年12月までに9年連続でマザーボードのシェア第1位※1を、
2013年にAndroid™タブレットシェアNo.1※2を達成しています。

Chrome 、 Chrome OS 、 Chromebook および Google Apps は、 Google Inc .  の商標または登録商標です。

※1株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ※2「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp

ASUSの安心サポート

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

保証期間内なら
送料無料※2

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、
デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。

※2 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。

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。

あらゆる作業を快適にこなす
インテル®製デュアルコアプロセッサーを搭載
通常時2 .16 GHzの周波数で動作するインテル ®  Ce l e ron ®  プロセッサー
N2830 は、高負荷時には周波数が 2 . 41G H z に自動的に向上するため、
負担のかかる作業も快適に行うことができます。

Chrome OS用アプリをダウンロード可能な Ch rome™  ウェブサイトへ
簡単に・安全にアクセスできます。仕事用ツールや教育計アプリケーション
など様々な Google  App™ を自由にインストールできます。アプリケーション
によってはインターネット接続が無くても楽しんでいただくことが可能です。

Google Apps™ を快適に使用可能

C200MAは徹底した省電力設計によって、最長約11時間、C300MAは
最長約10時間のバッテリー駆動時間を実現しました。学校の教室や
校庭での使用、出張先での使用やカフェでの使用など、コンセントに
つなげ無くても1日中使うことができます。

1日中使える、最高約11時間のバッテリー駆動

コンパクトな本体でありながら、ステレオスピーカーには一般的な
ノートパソコンよりも大型のチャンバー（ 空気室 ）を搭載しており、
教室や会議室などでも聞き取りやすい高音質な音声を出力できます。
また、HDMI端子を搭載しているため、プロジェクターや大型テレビ
などに接続して手軽に大画面で使用できます。

ステレオスピーカーと画面出力端子

薄さわずか19.8mm、軽さ約1.1kgを実現したC200MAのスリムボディは、
独自のデザインによってモビリティ性に優れ、かつスタイリッシュに
仕上げています。また、C300MAは、薄さ20.3mmと軽さ約1.4kgを
実現しています。

薄型・軽量デザインのASUS Chromebook™

お問い合わせ先
ASUSコールセンター（法人専用回線）
受付時間：平日／9:00～18:00（祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く）

0570-783-230 通話料は
お客様負担

commercial_asusjp@asus.comE-mail http://www.asus.com/jp/URL



法人向けASUS Chromeboxカタログ

高速起動、スタイリッシュ、シンプル
ASUS  Chromebox シリーズ

法人・教育機関向けに最適な最新OS
ASUS Chrome シリーズは、 Chrome OS™ を採用することで、軽快な動作と使い
やすいインターフェース、高いセキュリティを実現した製品シリーズです。アプリ
ケーションやセキュリティが自動的に最新の状態に保たれるめ、企業や学校での
使用に最適です。



※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. メモリの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. 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. 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。※5. IEEE 802.11a/nは、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。
※6. 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。
お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。● 同梱品、
及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外
です。● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。●このスペック表の内容は、2014年9月現在のものです。

ASUS Chromebox 製品仕様
製品名

型番 CHROMEBOX-M032U

ASUS Chromebox

OS ※1 Chrome OS

CPU

CPU名 インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 

動作周波数 1.4GHz

キャッシュメモリ インテル® スマート･キャッシュ 2MB

メインメモリ

標準 ※2 2GB

仕様 DDR3-1600 (PC3-12800)

表示機能

メモリスロット SO-DIMMスロット×2 

グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス 4000

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

記憶装置 SSD ※4 16GB M.2 (NGFF)

サウンド サウンド機能

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

通信機能 無線LAN ※5 

LAN

IEEE802.11 a/b/g/n

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
ポインティングデバイス ワイヤレスマウス

キーボード 78キーワイヤレス日本語キーボード

インターフェース 
USBポート 正面：USB3.0×2  背面：USB3.0×2

外部ディスプレイ出力端子 HDMI×1、DisplayPort ×1

カードリーダー SDメモリーカード、マルチメディアカード

オーディオ ※6 ヘッドセット/ヘッドホン・コンボジャック×1 

消費電力 最大約8W

エネルギー消費効率 (2011年度基準) X区分0.06(AAA)

サイズ 幅124mmx 奥行き124mm x 高さ42mm

質量 約0.6kg

保証期間 本体、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス：購入日より12ヵ月間の日本国内保証

主な付属品 ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、VESA規格対応マウント、
電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
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ASUSTeK Computer Inc.について
ASUSTeK Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、
タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得
ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年
には4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2013年12月までに9年連続でマザーボードのシェア第1位※1を、
2013年にAndroid™タブレットシェアNo.1※2を達成しています。
※1株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ※2「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp

Chrome™ 管理コンソールは組織内のユーザーアカウントや、デバイスごとにアプリ
ケーションやサービスのカスタマイズを簡単に設定することが出来ます。特定のユーザ
に対して、アプリケーションやサービスの使用権限を与えることが出来ます。 
C h r om e  管理コンソールは異なる部門やグループ毎の設定も可能です。また、
デバイスごとの管理も簡単に行えます。例えば、特定の支店のChrome  OS設定が
他の支店とは異なる場合でも、支店ごとの単位でデバイス管理が可能です。

※Chrome™ 管理コンソールは別売りです。

必要に応じた簡単カスタマイズが可能

ASUS  Chromeboxは超コンパクトサイズで、机の上や液晶ディス
プレイの下に設置してもスペースを取りません。さらに、VESA 規格
対応マウントを使用すれば、液晶ディスプレイやテレビなどの背面
に取り付けることがで、限られたスペースを有効に活用することが
できます。

設置場所を選ばない超コンパクト設計
ASUS Chromeboxで搭載するインテル® Celeron® プロセッサー2955Uは
性能対消費電力比に優れ、長時間使用時のランニングコストを大幅に抑えます。

Chrome OS™ を快適に操作

Chrome、Chrome OS、Chromebox および Google Apps は、Google Inc. の商標または登録商標です。

メモリーカードリーダー

USB3.0
Kensington
ロック

USB3.0

HDMI

Ethernet
ポート

ヘッドセット/
ヘッドホン・

コンボジャック×1 

電源コネクター DisplayPort

ASUS ChromeboxはUSB 3.0を4ポート、メモリーカードリーダー、
1000BASE -Tに対応するLANポートや、オーディオ入出力端子も
搭載。画面出力端子には、D i s p l a y Po r tとHDM Iを備えており、
ビジネスに必要な機能を取り揃えています。

豊富なインターフェース

ASUSの安心サポート

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

保証期間内なら
送料無料※2

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、
デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。

※2 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。

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。

お問い合わせ先
ASUSコールセンター（法人専用回線）
受付時間：平日／9:00～18:00（祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く）

0570-783-230 通話料は
お客様負担

commercial_asusjp@asus.comE-mail http://www.asus.com/jp/URL



法人向けASUS Chromebox for meetings カタログ

HD テレビ会議に必要なものすべて
ASUS  Chromebox シリーズ

企業向けに最適なビデオ会議ソリューション
Chromebox for  meet ings を利用すれば、複雑な設定・管理をすることなく、
すぐに遠隔地との会議を開始でき、お互いの顔を見ながら話すことができるため、
効率的なビデオ会議システムを実現できます。



APB-A-20140730-01

ASUSTeK Computer Inc.について
ASUSTeK Computer Inc.は、世界第1位のマザーボードをはじめ、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツ、パソコン、
タブレットなどデジタルデバイスの開発販売を行う総合エレクトロニクスメーカーです。その開発部門は世界的に高い評価を得
ており、毎年革新的な技術を世に送り出しています。さまざまな分野の製品が、その優れた技術とデザインを認められ、2013年
には4,256もの賞を受賞しました。また、日本においては2013年12月までに9年連続でマザーボードのシェア第1位※1を、
2013年にAndroid™タブレットシェアNo.1※2を達成しています。
※1株式会社BCNが全国のPOSデータをもとに発表している「BCN AWARD」において。 ※2「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp

インテル® C o r e™  i 7 - 4 600U  プロセッサーを搭載した
ASUS  Chromebox、1080PのHDカメラ、マイク/スピーカーユニット、
使いやすいリモコン、必要なケーブル類、ソフトウェアがセット
になっており、購入後すぐに高画質ビデオ会議が始められます。

ASUS Chromebox for meetings

会議室から、自宅から、外出先からでも、どのデバイスでも最大15名
まで会議への参加が可能。社内会議のみならず、社外のパートナー
との会議も簡単に行えます。

ASUS  Chromebox HDカメラ マイク/スピーカー リモコン

どこでも、誰とでも、会議が可能
付属のリモコンからワンクリックで会議を始められます。煩わしいアクセスコード
の入力など必要ありません。また、ワイヤレスで画面やドキュメントを共有で
きるので、複数で作業を共有できます。

手間いらずの共同作業

Chrome、Chrome OS、Chromebox および Goog le  Apps  は、Google  Inc . の商標または登録商標です。

ASUS Chromebox for meetingsでは、簡単にスライド、ドキュメント、
スプレッドシートの共有ができるため、世界中どこにいても、どの
デバイスからでも一緒に作業を進められます。

ビデオ会議で生産性の向上

ASUS Chromebox for  meetings はディスプレイに接続して、設定
ウィザードを完了するだけで使用開始できます。本体は常に最新の
状態に保たれており、最新機能とセキュリティーアップデートが自動的
に更新されています。

簡単な初期設定と最新のセキュリティー

ASUSの安心サポート

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

保証期間内なら
送料無料※2

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、Eeeシリーズ、ASUS Pad、液晶ディスプレイ、プロジェクター、
デスクトップパソコン、All-in-One PCのみ対応。

※2 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。

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。

お問い合わせ先
ASUSコールセンター（法人専用回線）
受付時間：平日／9:00～18:00（祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く）

0570-783-230 通話料は
お客様負担

commercial_asusjp@asus.comE-mail http://www.asus.com/jp/URL

※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. メモリの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. 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.  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。※5.  I EEE  802 .11a/nは、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。
お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。● 同梱品、
及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外
です。● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。●このスペック表の内容は、2014年10月現在のものです。

ASUS Chromebox for meetings 製品仕様
製品名型番

CHROMEBOX-M098U

ASUS Chromebox for meetings

OS ※1 Chrome OS

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-4600U プロセッサー

動作周波数 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3.3GHz )

キャッシュメモリ インテル® スマート･キャッシュ 4MB

メインメモリ

標準 ※2 4GB

仕様 DDR3-1600 (PC3-12800)

表示機能

メモリスロット SO-DIMMスロット×2 

グラフィックス機能 インテル® HD グラフィックス 4400

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

記憶装置 SSD ※4 16GB M.2 (NGFF)

サウンド サウンド機能

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

通信機能 無線LAN ※5 

LAN

IEEE802.11 a/b/g/n

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.0

インターフェース 
USBポート

正面：USB3.0×2
背面：USB3.0×2

外部ディスプレイ出力端子 HDMI×1、DisplayPort ×1

カードリーダー SDメモリーカード、マルチメディアカード

オーディオ ヘッドセット/ヘッドホン・コンボジャック×1 

消費電力 最大約51W

エネルギー消費効率 (2011年度基準) W区分0.05(AAA)

サイズ 幅124mmx 奥行き124mm x 高さ42mm

質量 約0.6kg

保証期間 本体、リモコン、マイク/スピーカー、HDカメラ：購入日より12ヵ月間の日本国内保証

主な付属品
リモコン、マイク/スピーカー、HDカメラ、USBケーブル、

HDMIケーブル、Ethernetケーブル、VESA規格対応マウント、
電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書

インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
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