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ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。

革 新的なテクノロジーで、働き方を進化させるー
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B9400CEA B5302FEA / B5302CEA B1400CEAE /  B1500CEAE D500SC

移 動 の 多 いビジネスに

究極のビジネスモバイルノートパソコン
パワフルで超軽量・高い堅牢性、驚異の大容量ストレージ
長時間駆動バッテリー搭載モデル

ビジネスデ スクトップの 決 定 版
高い堅牢性・高性能・コンパクトボディの
次世代省スペースデスクトップPC

企 画 提 案 の 多 い 業 務 に 強 さが 求 められる 現 場 に 省スペースで 多用 途 に

13.3型14 型 14型 15.6型ノートパソコン ノートパソコン デスクトップ PCノートパソコン

革 新的なテクノロジーで、
　　　働き方を進化させるー

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。

日々のビジネスに耐える高い堅牢性。
画面サイズとCPUの選択肢が豊富なモデル

高性能・コンパクトボディで
クラムシェル／フリップが選べるモデル

ビジネスで もフリップ＆タッチ 毎 日の 業 務 をもっと快 適 に



※モデルによって仕様が異なり、掲載している機能を搭載していないモデルもあります。
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最新の第11世代インテルCore プロセッサーを搭載し、より速く快適に

作業することができます。第10世代に比べ、特にグラフィック性能が格

段に向上しました。グラフィカルな企画書やちょっとしたセミナー動画の

編集など、グラフィック機能を使用する場面が増加する現代のビジネス

シーンで活躍します。

ウイルス 水 没 落 下 落 雷 バッテリー交換

https://asus-event.com/anshin/

▲

詳しくはこちら

※モデルによって仕様が異なり、掲載している機能を搭載していないモデルもあります。
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充実した
インターフェース

段に向上しました。グラフィカルな企画書やちょっとしたセミナー動画の

編集など、グラフィック機能を使用する場面が増加する現代のビジネス

プレミアムからエントリーまで

最新のインテル CPU
軽量小型ボディ、ロングライフバッテリー、バッテリーの急速充電機能、

充実したインターフェース、安定したWi-Fi接続、ウェブ会議を快適にす

るカメラとマイクのAIノイズキャンセリング機能、Webカメラシールド、

高品質なスピーカー、キーボードを少し傾斜のつく位置で固定しタイピ

ング時の疲労を軽減するエルゴリフトヒンジ設計、トラックパッドがワン

タッチでテンキーに変わるNumberPadなど、多くのの便利な機能を搭

載しています。スペックだけではない、日々の使い勝手にこだわった設計

で、日常の業務が格段に快適になります。

ユーザー視点設計の

使いやすい便利な機能

ASUSのあんしん保証は、お客様の過失による破損を含む全ての故障原

因に対応する製品保証サービスです。通常のメーカー保証では対象とな

らない、自然災害や自己責任での改造やウイルスなどによる故障につい

てもすべて保証対象となっており、本当の意味で「あんしん」が得られる

製品保証サービスです。

すべての故障原因に対応する、ASUSのあんしん保証

通常のメーカー保証を越える

多彩なメーカー保証
軽量小型にもかかわらず、頑丈な金属素材を使用したボディは耐久性に

優れた設計で、持ち運びに最適です。米国国防総省が定める軍用規格

のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠しているだけでなく、ASUS独自

の落下テスト、周辺機器の挿抜耐久テストといった厳しいテストをクリ

アしています。高い耐久性が実証されており、日常での衝撃や振動を心

配する必要はありません。また、キーボードの防滴加工で雨の日の持ち

運びも安心です。さらに、生体認証機能やTPM2.0チップなど様々なセ

キュリティ機能を搭載し、安心して使用できます。

ビジネスに集中できる

堅牢性・セキュリティ

購入日より12ヵ月間の日本国内保証が受けられます。

バッテリー/アダプター保証

その他の法人向けサービス

365日24時間対応
オンラインAIサポート

12か月間の
インターナショナル保証

送料無料
ASUSピックアップサービス

※保証期間内

オンライン
修理受付

MyASUS
アプリ

10種類以上の
延長保証サービス

365日対応
ASUS

コールセンター

第11世代 
インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

インテル® グラフィックス・テクノロジー
極めて鮮明なビジュアル体験を実現

AI機能を搭載したインテリジェントなPC
スマートで高速なアプリケーション向けの高度なAI機能

インテル® Wi-Fi 6
ワイヤレス・パフォーマンスにおいて格段の進歩

インテル® テクノロジーの利点

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。



インターフェース
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インテル® Evo™ プラットフォーム準拠

インテルの定める高性能ノートパソコンのプラットフォームに準拠した、最新の第
11世代 インテル® プロセッサーを搭載。高い作業効率・起動時間1秒以下の高速
起動、30分の充電で4時間以上使用可能な高速充電機能、インテル® Wi-Fi 6 テ
クノロジー／Thunderbolt™ 4による安定した接続が保証されています。

※インテル® Evo™ 認証対象モデルは、Core™ i7 プロセッサー搭載モデルのみです。

B9400CEA

究極のビジネスモバイルノートパソコン

※モデルによって仕様が異なり、掲載している機能を搭載していないモデルもあります。※発売前の製品の画像・仕様は予定のため、変更となる場合があります。

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。

近接センサーでシームレスなログイン

近接センサーで、物理的な接触がなくても、ユーザーの存在を検知し、画面のウェ
イクアップ/ロックを行うことができます。便利に、そして安全にパソコンを使用す
ることができます。

［ 顔認証 ］

［ 近接センサー ］

［ 指紋認証 ］

14 型

型 番 OS CPU GPU メモリ 記録装置 軽 さ バッテリー駆動時間

14 型

B9400CEA-
KC0749R

Windows 10 
Pro

インテル® Core™ 
i7-1165G7 プロセッサー

インテル® Iris® Xe
グラフィックス

 （CPU内蔵）

16GB
LPDDR4X-4266

SSD：1TB
PCI Express 
3.0 x4 接続

約1005g 約16.7時間

B9400CEA-
KC0751R

インテル® Core™ 
i5-1135G7 プロセッサー

8GB
LPDDR4X-4266

SSD：512GB
PCI Express 
3.0 x2 接続

Thunderbolt™ 4（Type-C）

有線LANポート＊2

ケンジントンロックUSB3.2（Type-A/Gen2）

マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

HDMI

充実したインターフェース

インターフェースを豊富に備えており、ビジネスシーンで大変便利です。特に
Thunderbolt™ 4（Type-C）ポートを２つ搭載していることが大きな特徴で、超
高速のデータ転送、充電・給電、1つのポートで2つの４K映像出力が可能です。
HDMIポートも搭載しているので、あわせて使用して複数の4Kのディスプレイに
映像出力をすることも可能です。頑丈に設計されたポートは5,000回を超える挿
抜耐久テストをクリアしています。

大容量メモリ＆ストレージ搭載の 
軽量モバイルノートパソコン

14型約1kgの超軽量小型設計ボディにもかかわらず、最新イン
テル® CPUと大容量メモリ、ストレージを搭載。ストレージに
は、PCI Express接続の高速SSDを搭載しているので、アプリ
ケーションやOSの起動を飛躍的に高速化し、大容量ファイル
の保存も今まで以上に速くなります。

大容量メモリ＆ストレージ搭載の
軽量モバイルノートパソコン

14型約1kgの超軽量小型設計ボディにもかかわらず、最新イン
 CPUと大容量メモリ、ストレージを搭載。ストレージに

は、PCI Express接続の高速SSDを搭載しているので、アプリ
ケーションやOSの起動を飛躍的に高速化し、大容量ファイル
の保存も今まで以上に速くなります。

［ 軽 さ ］
1kg約

［ SSD（PCIe接続） ］
1TB 512GBor

［ メモリ（DDR4-3200） ］
16GB 8GBor

180°開くことができる 
フラットヒンジ／NumberPad

180°まで開くことができるフラットヒンジで、少人数の打合せなどでディスプレ
イにつながずに簡単に情報共有ができます。また、タイピング時にキーボードに
傾斜が着くエルゴリフトヒンジ設計で、長時間のタイピングの疲れを軽減できま
す。さらに、NumberPad搭載で、ワンタッチでタッチパッドをテンキーとして使
用することができ、数値の入力を大量に行う集計作業などを効率よく行うことが
できます。

NumberPad
［ テンキー搭載タッチパッド ］

＊2 有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター（LANアダプター）を接続してください。

超・小型充電器 ASUS 65W USB Type-C 
ウルトラミニ・ユニバーサルアダプター

ASUS ExpertBook B9 B9400CEA
は本体だけでなく、充電器の軽量小型
化も実現しました。新たに開発された
ASUS 65W USB Type-Cウルトラミ
ニ・ユニバーサルアダプターは、65Wと
パワフルながら手のひらサイズで軽さわ
ずか96g*1。鞄に入れてもまったく負担
になりません。

［ 軽 さ ］
96g約

［ フラットヒンジ ］
180°

＊1 コネクター部分を付けると約105gです。

*1

指紋認証 NumberPad軽 量



型 番 OS CPU GPU メモリ 記録装置 軽 さ バッテリー駆動時間

13.3 型

B5302FEA-
EM0119R

Windows 
10 Pro

インテル® Core™ 
i7-1165G7 プロセッサー

インテル® Iris® Xe
グラフィックス

 （CPU内蔵）

16GB
DDR4-3200 SSD：

512GB
PCI Express
3.0 x2 接続

約1.2kg 約6.2時間

B5302CEA-
L50098R

インテル® Core™ 
i5-1135G7 プロセッサー

8GB
DDR4-3200

約1.0kg 約7.4時間
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B5302FEA / B5302CEA

ビジネスでもフリップ＆タッチ

13.3型

※モデルによって仕様が異なり、掲載している機能を搭載していないモデルもあります。

第11世代 インテル® Core™ i5 プロセッサーと高速SSD搭載

最新の第11世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載で、ビジネスでハイ
グレードな使い心地を体験してください。また、高速SSDで保存データへのア
クセスもクイック。大量のグラフィカルな企画書作成やデータ集計作業など、
負荷の高い作業もより快適にこなすことができます。

8GB
メモリ

（DDR4-3200）
インテル® Core™ i5 プロセッサー
インテル® Iris® Xe グラフィックス

512GB
SSD

（PCI Express 3.0 x2接続）

片手で軽々。軽量モバイルノートパソコン

天板と底面にアルミニウム合金、パームレスト部にマグネシウム-アルミニウ
ム合金を使用することで、約1kg*1の軽さと頑丈さの両立を実現しました。
さらに、狭額ベゼルディスプレイを採用しており、軽量小型で鞄に入れても
邪魔になりません。最高のモビリティーを実現し、オフィスの中でも外でも、
いつでも作業に取り掛かることが可能です。

16.9mm
［ 薄 さ ］

第11世代 インテル® Core™ i7 プロセッサーと高速SSD搭載

最新の第11世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載で、ビジネスで最高
の快適さを体験してください。また、高速SSDで保存データへのアクセスもク
イック。大量のデータ処理やグラフィカルな企画書作成やマルチタスクだけで
なく、ちょっとした動画編集などにも、活躍します。

ビジネスにも便利な 
フリップスタイル

360°回転するヒンジにより、使
用 するシーンに合 わ せ て 多 彩
なスタイルに変化します。タブ
レットスタイルでメモをとったり、
ノートPCスタイルで文書作成を
したり、使い方は自由自在です。

［ 回転ヒンジ ］
360°

タッチ＆ペン対応

タッチパネルにより、より直感的に操作が可能で、企画書の作成や文書の閲覧
がもっと便利になります。また、最新のMPP対応のスタイラスペン（別売）に
対応。驚くほど自然な描き心地でペン入力を行うことができます。筆圧検知に
も対応しているので、ペン先の微妙な強弱も正確に反映します。手軽にメモを
取ったり、図でアイディアを表現したり、様々なシーンで活躍します。

［ タッチ対応 ］

［ ペン対応（別売） ］

16GB
メモリ

（DDR4-3200）

512GB
SSD

（PCI Express 3.0 x2接続）
インテル® Core™ i7 プロセッサー
インテル® Iris® Xe グラフィックス

B5302FEA

フリップモデル

B5302CEA

クラムシェルモデル

インターフェース
ASUS ExpertBook B5 B5302FEA

指紋認証/
電源ボタン

USB3.2（Type-A/Gen2） HDMIマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

Thunderbolt™ 4（Type-C） 有線LANポート＊2 ボリュームボタン ケンジントンロック

ASUS ExpertBook B5 B5302CEA

USB3.2（Type-A/Gen2） HDMIマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

Thunderbolt™ 4（Type-C） 有線LANポート ケンジントンロック指紋認証/電源ボタン

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。

指紋認証センサー付き電源ボタン

電源ボタンに指紋認証センサーを搭
載し、生体認証によるセキュリティを
実現しています。そのため、電源ボタ
ンをタップするだけでスイッチが入
り、ログインすることができます。外
出先でログインの際にも、パスワー
ドやPINが外部に漏れる心配がなく、
安心して使用できます。

指紋認証センサー
付き電源ボタン

＊2 有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター（LANアダプター）を接続してください。

＊1 B5302FEAは約1.2kgです。

［ 軽 さ ］
1kg約

*1

指紋認証軽 量 タッチ＆ペン

（B5302FEA/B5302CEA搭載）



型 番 OS CPU GPU メモリ 記録装置 軽 さ バッテリー駆動時間

15.6 型

B1500CEAE-
BQ1755R

Windows 
10 Pro

インテル® Core™

i7-1165G7 プロセッサー インテル® Iris® Xe
グラフィックス

 （CPU内蔵）

16GB
DDR4-3200 SSD：512GB

PCI Express
3.0 x2 接続

約1.76kg

約7.8時間

B1500CEAE-
BQ1756R

インテル® Core™

i5-1135G7 プロセッサー
8GB

DDR4-3200

B1500CEAE-
BQ1795R

インテル® Core™

i3-1115G4 プロセッサー
インテル® UHD

グラフィックス（CPU内蔵）
4GB

DDR4-3200

SSD：256GB
PCI Express
3.0 x2 接続

14 型

B1400CEAE-
EB2600R

インテル® Core™

i7-1165G7 プロセッサー インテル® Iris® Xe
グラフィックス

 （CPU内蔵）

16GB
DDR4-3200 SSD：512GB

PCI Express
3.0 x2 接続

約1.5kg
B1400CEAE-

EB2601R
インテル® Core™

i5-1135G7 プロセッサー
8GB

DDR4-3200

B1400CEAE-
EB2630R

インテル® Core™

i3-1115G4 プロセッサー
インテル® UHD

グラフィックス（CPU内蔵）
4GB

DDR4-3200

SSD：256GB
PCI Express
3.0 x2 接続

ASUS ExpertBook B1 B1400CEASUS ExpertBook B1 B1500CEA
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※モデルによって仕様が異なり、掲載している機能を搭載していないモデルもあります。※発売前の製品の画像・仕様は予定のため、変更となる場合があります。

15.6 14型

軽量小型でも頑丈なボディ

軽さ14型約1.5kg／15型約1.76Kg、3面ナノエッジディスプレイの軽量小型設
計にも関わらず、強度に優れたアルミニウム合金製の天板、内部にはキーボード
ブラケットを搭載。建設現場や工場など振動・衝撃が心配なシーンでも安心し
て使用できます。

選べる電力モード

独自のインテリジェント パフォーマンス テクノロジーを搭載しており、内部の
サーマルを調整することで、最高のパフォーマンスと即応性を実現。ASUS独自
のアルゴリズムは、スマートセンサー、空力設計、約65Wの電源と組み合わせて、
CPUパフォーマンスが最適な状態になるよう管理します。さらに、「パフォーマン
ス/バランス/ウィスパー」の３つのプランを簡単に切り替えることができ、状況に
応じて電力とパフォーマンスのバランスを調整しながら、作業ができます。

選べる画面サイズと高性能CPU

15型のASUS ExpertBook B1 B1500CEAEと14型のASUS ExpertBook B1 
B1400CEAE、それぞれ最新の第11世代インテル® Core™ i7/i5/i3搭載モデル、
大容量メモリと記憶装置をご用意しています。用途や予算に合わせて選ぶことが
できます。記憶装置には、PCI Express接続の高速SSDを搭載しているので、ア
プリやOSの起動を飛躍的に高速化し、大容量ファイルの保存も今まで以上に速
くなります。

B1400CEAE14型B1500CEAE15.6型

［ メモリ（DDR4-3200）］
16GB 8GB 4GBメモリ

インテル® Core™ i7 
プロセッサー

インテル® Core™ i5 
プロセッサー

インテル® Core™ i3 
プロセッサー

CPU

［ SSD（PCI Express 3.0 x2接続）］
512GB 256GB記 録

装 置

ケンジントン
ロックUSB2.0マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック

USB3.2（Type-C/Gen1） USB3.2（Type-A/Gen2）D-Sub 15ピン HDMI

有線LANポート有線LANポート
ケンジントン

ロックマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック USB2.0

USB3.2（Type-C/Gen1） USB3.2（Type-A/Gen2）D-Sub 15ピン HDMI

MicroSD
カードリーダー

充実したインターフェース

新旧さまざまな規格のインターフェースを備えており、ビジネスシーンで大変便
利です。USB3.2 Type-C Gen1ポートはデータの高速転送だけでなく、本機へ
の充電、映像出力にも対応しております。さらに、HDMIポートも搭載しているの
で、Type-Cポートとあわせて使用して複数の4Kのディスプレイに映像出力をす
ることも可能です。他のデバイスからのデータの取り込みに便利なmicroSDカー
ドリーダー＊1も搭載しています。また、D-Sub 15ピンも搭載しており、アナログ
ディスプレイへの出力も可能です。頑丈に設計されたポートは5,000回を超える
挿抜耐久テストをクリアしています。

HDMIUSB 3.2/2.0
Type-A

USB 3.2
Type-C

D-Sub 15ピンmicroSD
カードリーダー

インターフェース

＊1

＊1 B1500CEAE のみ搭載。

B1400CEAE /  B1500CEAE

毎日の業 務をもっと快 適に

指紋認証選べる大画面

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。



どんなタスクにも卓越したパフォーマンスを発揮

最新の第11世代＊1インテル® Core™ プロセッサーとDDR4 RAMを搭載しており、
あらゆるビジネスタスクを軽々とこなすことができます。

世界No.1のマザーボード

世界No.1のマザーボードであるA SUSのマザーボードが採用されています。
ASUSのマザーボードは、長年培われてきた技術による、高い耐久性、そして安定
したパフォーマンスを提供することで知られています。

インターフェース

※ディスプレイは別売りです。＊1 D500SC-I5BLKのみ搭載。

1312

※ モデルによって仕様が異なり、掲載している機能を搭載していないモデルもあります。

型 番 OS CPU GPU メモリ 記録装置

D500SC-I5BLK

Windows 
10 Pro

64ビット

インテル® Core™ i5-11400 プロセッサー インテル® UHD グラフィックス 730
（CPU内蔵）

8GB
DDR4-3200

SSD：512GB
PCI Express 3.0 x2接続

D500SC-I3BLK インテル® Core™ i3-10105 プロセッサー インテル® UHD グラフィックス 630
（CPU内蔵）

8GB
DDR4-2666

SSD：256GB
PCI Express 3.0 x2接続

D500SC-G5905BLK インテル® Celeron® プロセッサー G5905 インテル® UHD グラフィックス 610
（CPU内蔵）

HDD：1TB

優れた冷却性能

スリムでコンパクトなので、多くの周辺
機器を接続してもデスクをすっきりと
使用できます。またコンパクトボディで
ありながら、効率の良い廃熱設計のた
め、静かに安定したパフォーマンスを発
揮できます。

フレキシブルにレイアウト可能

モダンでタイリッシュな小型ボディは、縦にも横にも置くことができます。例えば、
モニターを横でも上でも設置することができ、デスクを自分の使いやすいように
レイアウトすることができます。

94.6 × 319.5 × 320.6 mm
［ 幅 × 奥行き × 高さ（mm） ］　

［ メモリ（DDR4-3200／DDR4-2666）］
8GBメモリ

インテル® Core™ i5 
プロセッサー

インテル® Core™ i3 
プロセッサー

インテル® Celeron® 
プロセッサー

CPU

［ HDD ］
1TB

［ SSD（PCI Express 3.0 x2接続）］
512GB 256GB記 録

装 置

効率的な省電力設計

効率的に電力消費のために、最高級のコン
デンサを採用しています。また、80PLUS ® 
BRONZE認証を取得しており、無駄なエネル
ギー消費を最小限に抑えることで、発熱を抑
え、長期的なコスト削減が可能です。

HDMIUSB 3.2/2.0
Type-A

D-Sub 15ピン SDカード
リーダー

充実したインターフェース

さまざまなビジネス周辺機器の接続に対応しています。高速USB3.2（Type-A/
Gen2）を含む8つのUSBポートを前面と背面に備え、スマートで素早い接続
性を提供します。その他、HDMIやSDカードリーダー、DVDマルチドライブ、
D-Sub 15ピンなど搭載しており、幅広い分野の業務に使うことができます。

光学ドライブ

ヘッドホン出力

マイク入力

USB 3.2（Type-A/Gen2）×2

USB 3.2（Type-A/Gen1）×2

SDカードスロット

PS/2（マウス）

ラインイン

パラレルポート（D-sub 25ピン）

シリアルポート（D-sub 9ピン）

LANポート

ラインアウト

HDMI

PS/2（キーボード）

D-sub（15ピン）

USB 3.2（Type-A/Gen1）×2

USB 2.0（Type-A）×2

マイク入力

■ 消費電力
■ 必要電力

150W

37.5W

20%

80 PLUS

150W

26.5W

15%

D500SC

ビジネスデスクトップの決 定 版

縦・横設置可能 省電力小 型

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。
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製品仕様
ノートパソコン

製品仕様
デスクトップPC

ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。

シリーズ名 ASUS ExpertBook シリーズ ASUS ExpertBook シリーズ

製品名 ASUS ExpertBook B9 B9400CEA ASUS ExpertBook B5 
B5302FEA

ASUS ExpertBook B5 
B5302CEA ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE ASUS ExpertBook B1 B1400CEAE

型番 B9400CEA-KC0749R B9400CEA-KC0751R B5302FEA-EM0119R B5302CEA-L50098R B1500CEAE-BQ1755R B1500CEAE-BQ1756R B1500CEAE-BQ1795R B1400CEAE-EB2600R B1400CEAE-EB2601R B1400CEAE-EB2630R

本体カラー スターブラック スターブラック

OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Pro 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-
1165G7 プロセッサー

インテル® Core™ i5-
1135G7 プロセッサー

インテル®

Core™ i7-1165G7
プロセッサー

インテル®

Core™ i5-1135G7
プロセッサー

インテル® 
Core™ i7-1165G7 

プロセッサー

インテル®

Core™ i5-1135G7
プロセッサー

インテル®

Core™ i3-1115G4
プロセッサー

インテル® Core™ 
i7-1165G7 プロセッサー

インテル® Core™ 
i5-1135G7 プロセッサー

インテル® Core™ 
i3-1115G4 プロセッサー

動作周波数
インテル® ターボ・

ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.7GHｚ

インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.2GHｚ

インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.7GHｚ

インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.2GHｚ

インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.7GHｚ

インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.2GHｚ

インテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー
2.0対応：最大4.1GHｚ

インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0対応：

最大4.7GHｚ

インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0対応：

最大4.2GHｚ

インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0対応：

最大4.1GHｚ

キャッシュメモリ インテル® スマート・
キャッシュ 12MB

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 12MB

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 12MB

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
12MB

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

メイン
メモリ

標準 ※2 16GB 8GB 16GB 8GB 16GB 8GB 4GB 16GB 8GB 4GB

仕様 LPDDR4X-4266 DDR4-3200 DDR4-3200

表示機能

ディスプレイ 14型ワイドTFTカラー液晶 13.3型ワイドTFTカラー液晶 15.6型ワイドTFTカラー液晶 14型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 ノングレア ノングレア

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD） 1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル 非搭載 搭載 非搭載 非搭載

グラフィックス機能（CPU内蔵） インテル® Iris® Xe グラフィックス インテル® UHD グラフィックス インテル® Iris® Xe グラフィックス インテル® UHD グラフィックス 

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有 メインメモリと共有

外部ディスプレイ出力 ※4 最大5,120×3,200ドット 最大7,680×4,320ドット 最大3,840×2,160ドット 最大3,840×2,160ドット 

記憶装置
※5 SSD

1TB 512GB 256GB 512GB 256GB

PCI Express 3.0 x4接続 PCI Express 3.0 x2接続 PCI Express 3.0 x2接続

光学
ドライブ

ドライブの種類 ー ー

読み出し速度 ー ー

書き込み速度 ー ー

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 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） ステレオスピーカー内蔵（2W×2） ステレオスピーカー内蔵（2W×2）

マイク アレイマイク内蔵（クアッドマイク） アレイマイク内蔵 アレイマイク内蔵

Webカメラ 92万画素赤外線（IR）カメラ内蔵 ※6 92万画素Webカメラ内蔵 92万画素Webカメラ内蔵

センサ 指紋認証 指紋認証

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）※7 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45） 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

無線LAN ※8 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.1 Bluetooth® 5.1

入力機能

キーボード 86キー日本語キーボード（イルミネートキーボード） 104キー日本語キーボード 86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（NumberPad）

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
（静電容量方式）

マルチタッチ・タッチパッド 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 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1

USBポート Thunderbolt 4（Type-C）※9×2、USB3.2（Type-A/Gen2）×1 USB3.2（Type-C/Gen1）※9×1、USB3.2（Type-A/Gen2）×2、USB2.0×1 USB3.2（Type-C/Gen1）※9×1、USB3.2（Type-A/Gen2）×2、USB2.0×1

カードリーダー ー microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード ー　

オーディオ マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 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 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（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（2セル） ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー（3セル） 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 ※10 約16.7時間 約6.2時間 約7.4時間 約7.8時間 約7.8時間

バッテリー充電時間 約2.5時間 約2.2時間 約2.0時間 約2.2時間

消費電力 最大約65W 最大約65W 最大約65W 最大約65W

エネルギー消費効率 ※11 12区分
15.8kWh/年（AAA）

12区分
13.9kWh/年（AAA）

12区分 
24.7kWh/年（87%）

12区分
18.1kWh/年（AA）

12区分
21.0kWh/年（AA）

12区分
21.0kWh/年（A）

11区分
21.0kWh/年（85%）

12区分
15.1kWh/年（AAA）

12区分
15.1kWh/年（AA）

10区分
15.1kWh/年（92%）

サイズ（突起部除く） 幅320mm×奥行き203mm×高さ14.9mm 幅309mm×奥行き210.6mm×高さ16.9mm 幅358mm×奥行き236.5mm×高さ19.4～20.2mm 幅323.4mm×奥行き215.65mm×高さ19.2～19.7mm

質量 約1005g 約1.2kg 約1.0kg 約1.76kg 約1.5kg

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）※12
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

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）※12

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 ー ー

主な付属品
ACアダプター、製品保証書、microHDMIイーサネット
アダプター、専用スリーブ、ASUS 65W USB Type-C

ウルトラミニ・ユニバーサルアダプター

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、
microHDMIイーサネットアダプター ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書 ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書

シリーズ名 ASUS ExpertCenter シリーズ

製品名 ASUS ExpertCenter 
D5 SFF D500SC

型番 D500SC-I5BLK D500SC-I3BLK D500SC-G5905BLK

本体カラー ブラック

OS ※1 Windows 10 Pro 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ 
i5-11400 プロセッサー

インテル® Core™ 
i3-10105 プロセッサー

インテル® Celeron® 
プロセッサー G5905

動作周波数 2.6GHz/4.4GHｚ 3.7GHz/4.4GHｚ 3.5GHz

キャッシュメモリ
インテル® 

スマート・キャッシュ
12MB

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 インテル® B560

メインメモリ

標準 ※2 8GB

仕様 DDR4-3200 DDR4-2666

グラフィックス機能
インテル® UHD 

グラフィックス 730
（CPU内臓）

インテル® UHD 
グラフィックス 630

（CPU内臓）

インテル® UHD 
グラフィックス 610

（CPU内臓）

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

記憶装置 ※5
SSD

512GB 256GB
ー

PCI Express 3.0 x2接続

HDD ー 1TB

光学ドライブ

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

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 ー

マイク ー

通信機能

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

無線LAN ※8 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.1

入力機能
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

インター
フェース

ディスプレイ
出力端子 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：USB3.2（Type-A/Gen1）×2、USB2.0×2

シリアルポート 背面：シリアルポート（D-Sub 9ピン）×1

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

オーディオ 正面：ヘッドホン出力×1、マイク入力×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® 3.0 x16 スロット×1（空きスロット×1）
PCI Express® 3.0 x1 スロット×1（空きスロット×1）

Wi-Fi用 M.2 コネクター×1（空きコネクター×0）
SSD用 M.2 コネクター×1（空きコネクター×0）

ドライブベイ ※2 3.5"ドライブベイ×1（空きベイ×1）

セキュリティスロット 搭載

電源 180W（80PLUS® BRONZE）

消費電力 計測中 計測中 計測中

エネルギー消費効率 ※10 16区分 62.5kWh/年
（72%）

16区分 58.7kWh/年
（77%）

16区分 39.6kWh/年
（AAA）

サイズ 幅94.6mm×奥行き319.5mm×高さ320.6mm

質量 約5.5kg

保証期間
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）※12

ビジネス統合アプリ ー

主な付属品 USBキーボード、USBマウス、製品保証書

※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。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。 ※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. 赤外線(IR)カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 ※7. 有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター（LANアダプター）を
microHDMIポートへ接続してご利用ください。 ※8. 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）。 ※9. 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。 ※10. 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。

※11. 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。 ※12. 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。 ※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。
● 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8月現在のものです。 



ASUS はビジネスに Windows 10 Pro をお勧めします。

サービス名称 ASUSのあんしん保証 ASUSのあんしん保証
プレミアム 3年パック

ASUSのあんしん保証
プレミアム 法人向け4年パック

ASUSのあんしん保証
プレミアム 法人向け5年パック

加入料金 無 料 有 料（14,800円） 有 料

保証期間※1 製品購入日から1年間 製品購入日から3年間 製品購入日から4年間 製品購入日から5年間

保証
内容※2

故障原因 すべての故障原因（自然災害、ユーザー起因の故障など、故障原因は一切問いません。）

修理費用
修理にかかった部品代金の

20％※3＋消費税
（送料、検証費、作業費はASUS負担）

無　償

修理可能回数※4 1回 1年に1回、最大計3回 1年に1回、最大計4回 1年に1回、最大計5回

お申し込み方法※5
製品購入後30日以内に

MyASUSに登録することで
自動適用されます。

製品購入後30日以内にASUS アカウ
ントに登録し、製品購入後60日以内に
「ASUSのあんしん保証プレミアム3年
パック」を購入してアクティベーションを
行うことで適用されます。

製品購入後30日以内にASUSアカウント
に登録し、製品購入後60日以内に「ASUS
のあんしん保証プレミアム 法人向け4年
パック」を購入してアクティベーションを行
うことで適用されます。

製品購入後30日以内にASUSアカウント
に登録し、製品購入後60日以内に「ASUS
のあんしん保証プレミアム 法人向け5年
パック」を購入してアクティベーションを行
うことで適用されます。

あんしん保証プレミアム
取り扱い店舗

製品があれば、MyASUSアプリ
経由で、その場でご加入できます。 ASUS Store、ASUS指定販売代理店

対象製品※6 ノートパソコン、ゲーミングノートPC、液晶一体型PC、デスクトップPC
（Vivo PCを除く）、ゲーミングデスクトップPC、Chromebook ASUS Expert Series、Chromebook

※１ 製品付帯の製品保証も3年間、4年間、または5年間にそれぞれ延長となります。 ※2 保証を受けるためには製品のシリアル番号が確認できる状態である必要
があります。 ※3 ウイルスの場合は部品代はかからず、代わりに特別作業費が発生します。 ※4 自然故障など製品付帯の製品保証の内容で修理を行える場合には
そちらの保証が適用されます。 ※5 製品購入時に1度に20台以上の加入がある場合にはアクティベーション済み製品のお渡しが可能です。 ※6 対象製品の各製品
カテゴリーにおいて対象外の製品が発生した場合には、 ASUS公式Webサイトその他の方法にて告知を行い、その内容を優先します。 https://asus-event.com/anshin/

▲

詳しくはこちら

故障・破損・どんな壊れ方でも保証

落雷
にも！

落下
にも！

水没
にも！

バッテリー
交換にも！

ウイルス
にも！

故障原因問わず、絶対サポート！

ASUSのあんしん保証

法人さま専用ご相談窓口

24時間受付 https://jp.store.asus.com/store/asusjp/html/pbPage.business/

Webサイトのフォームから24時間いつでも受付いたします。［ 受付時間 ］ 24時間 ※回答は2～3営業日を頂く場合がございます。

製品の操作方法やトラブル解決、購入のご相談など、ASUSの専任オペレーターが直接対応いたします。 
購入の有無に関わらず、どなたでも通話料無料＊4です。

ASUSコールセンター

*4 携帯電話からの通話料はお客様負担となります。

［ 受付時間 ］ 9：00 〜 19：00（年中無休）
0570-783-886● 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は通話料無料

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り＊3

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

＊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。

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。

□ カタログ掲載製品について

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 検 索

通話料無料

□ GIGAスクール構想について

ASUS GIGAスクール専用コールセンター

0800-805-1113
［ 受付時間 ］ 9：30 〜 18：30（土日祝日は休業）

□ ASUS JAPAN 公式ストア

ASUS Store（オンラインストア）

https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/home

ASUS Store 検 索

□ ASUS公式サイト

www.asus.com/jp/




