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詳しくはこちら※1 検証費、作業費、部品代金の80%はASUSが負担します。
※2 規定期間中にMyASUSへのご登録が必要です。

故 障・破 損・どんな 壊れ 方でも保 証
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故障原因問わず、絶対サポート！
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お電話
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※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は （通話料はお客様負担）0570-783-886
ASUSコールセンター： ［ 通話料無料 ］
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ASUS Chromebook Flip C436FA 製品仕様

シリーズ名 ASUS Chromebook Flipシリーズ

製品名 ASUS Chromebook Flip C436FA

型番 C436FA-E10162 C436FA-E10068 C436FA-E10161

本体カラー エアロジェルホワイト

OS ※1 Chrome OS

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー

動作周波数 1.8GHz/4.9GHz 1.6GHz/4.2GHz 2.1GHz/4.1GHz

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

メインメモリ
標準 ※2 16GB 8GB

仕様 LPDDR3-2133 

表示機能

液晶ディスプレイ 14型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 グレア

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）

タッチパネル 搭載

グラフィックス機能 インテル® UHD グラフィックス（CPU内蔵）

外部ディスプレイ出力 ※3 最大3,840×2,160ドット

記憶装置 SSD ※4 512GB（PCI Express 3.0 x2接続） 256GB（PCI Express 3.0 x2接続） 128GB（PCI Express 3.0 x2接続）

サウンド機能
スピーカー クアッドスピーカー内蔵（1W×2、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
無線LAN ※5 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.0

入力機能
キーボード 78キー日本語キーボード（イルミネートキーボード）

ポインティングデバイス 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

インターフェース

USBポート USB3.1（Type-C/Gen1）※6×2

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

オーディオ ※7 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 非搭載

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 ※8 約11.8時間

バッテリー充電時間 約1.4時間

消費電力 最大約45W

エネルギー消費効率 ※9 10区分 13.1kWh/年（AA）

サイズ（突起部除く） 幅319.5mm×奥行き208mm×高さ13.76mm

質量 約1.15kg

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

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、
ASUS USI Pen（SA300）、マグネットペンホルダー×2

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、
ASUS USI Pen（SA300）、マグネットペンホルダー×2、専用スリーブ

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、
ASUS USI Pen（SA300）、マグネットペンホルダー×2

※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。 ※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. 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）。 ※6. データ転送と映像出力、本
機への充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。 ※7. 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。 ※8. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測
定方法にて算出した値となります。 ※9. 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。

● 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、2020年10月現在のものです。 

ディスプレイを
360°回転できる

エルゴリフトヒンジ

人間工学に基づいた
キー入力しやすい

快適な角度

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

インターフェース

セキュリティ機能がOSに組み込まれているので、ウイルスやマルウェアのことを気にする必要が
なく、安心してビジネスや学習に集中できます。また、OSは常に最新の状態で動作する仕組みに
なっており、新たな脅威に対しても高いセキュリティに守られます。 

Chrome OSによる高いセキュリティ

マイクロSDカードスロット

オーディオコンボジャック

ボリュームボタン 電源ボタン

USB3.1（Type-C/Gen1）

USB3.1（Type-C/Gen1）

クアッドスピーカーによる
パワフルで

臨場感のあるサウンド



自然な使い心地 
スタイラスペン標準付属
ASUS Chromebook Fl ip C436FAは、最新の標準規格Universal 
Stylus Initiative（USI）1.0対応のスタイラスペンを標準付属。最大4,096
段階の筆圧検知により、自然な使い心地でメモをとったり絵を描いたりする
ことができます。さらに、付属のマグネットペンホルダーをmicroSDカード
スロットに装着すれば、スタイラスペンを差し込めるので、紛失や落下など
の心配は要りません。

自然な使い心地自然な使い心地
スタイラスペン標準付属スタイラスペン標準付属スタイラスペン標準付属
ASUS Chromebook Fl ip C436FAは、最新の標準規格Universal ASUS Chromebook Fl ip C436FAは、最新の標準規格Universal ASUS Chromebook Fl ip C436FAは、最新の標準規格Universal 
Stylus Initiative（USI）1.0対応のスタイラスペンを標準付属。最大4,096Stylus Initiative（USI）1.0対応のスタイラスペンを標準付属。最大4,096Stylus Initiative（USI）1.0対応のスタイラスペンを標準付属。最大4,096

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載

お気に入りのアプリは 
Google Playストアからダウンロード
Chromeアプリに加え、Google Play提供のAndroidアプリにも対応して
いるので、Google Playストアにアクセスし、仕事や遊びでお使いのアプリ
をChromebookにダウンロードすることができます。ビジネスや学習、ク
リエイティブな活動がもっとはかどるたくさんのアプリで、ノートPCででき
ることの幅がぐっと広がります。

Wi-Fi 6で、より速く安定したWi-Fi接続
ASUS Chromebook Flip C436FAは、Wi-Fi 6に対応しており、有線
LANよりも高速な最大2.4Gbpsのデータ転送速度を実現しています。大容
量のファイルを気軽にアップロードしたりダウンロードしたりすることがで
き、高解像度の動画もスムーズに再生することができます。

［ 次世代無線LAN規格 ］
802.11ax

メモリ

SSD［ PCI Express 3.0 x2 接続 ］

第10世代 CPU

C436FA-E10068

Core i5

8GB
256GB

C436FA-E10162

16GB

Core i7
512GB

C436FA-E10161

Core i3

8GB
128GB

選べる3モデル 
第10世代 インテル® Core™ プロセッサー
様々なタスクを軽快にこなす、第10世代インテル® Core™ プロセッサー搭
載モデルをご用意。さらに、PCI Express接続のSSDを採用しているため、
超高速のデータ転送や起動を可能にします。

使いやすい 
革新的なエルゴリフトヒンジ
360度回転するディスプレイには、精密に設計されたエルゴリフトヒンジを
採用。ディスプレイを滑らかに開閉することができ、好みの角度にしっかり
固定することも可能です。ノートパソコンスタイル時に、ディスプレイを開く
とキーボード面が傾斜する設計になっており、その角度はタイピングの快適
さだけでなく、オーディオ性能と冷却性能が向上しました。

4つのスタイルに変形自在 
仕事も学習も、使い方が360度変わる
液晶ディスプレイが360度回転することで、資料や課題作成などメインPC
として使える「ノートパソコンスタイル」、外出時などにモバイルパソコンとし
て使える「タブレットスタイル」、プレゼン時などに画面共有できる「スタン
ドスタイル」、狭い机などでも閲覧できる「テントスタイル」、4つのスタイル
に自在に変形し、様々なシーンで活用できます。

ノートパソコンスタイル テントスタイル

スタンドスタイル タブレットスタイル

タッチスクリーンディスプレイ
360°回転する

135

高い拡張性であなたの毎日をサポート 
フレキシブルなUSB Type-Cポート搭載
給電やデータ転送、映像出力まで対応するUSB 3.1 Gen1 Type-C（USB-C）
ポートを2つ搭載し、左右どちらのポートからも本体への給電が行えます。2
つの外部ディスプレイへの出力も可能で、便利なmicroSDメモリーカードに
対応するスロットも搭載しています。

メモリーカードスロット

広い 
視野角

マグネットペンホルダー
2つ標準付属

※C436FA-E10068モデルのみ

専用スリーブ付属




