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ダイナミックに楽しめる大画面の「ZenFone 2 Laser (ZE601KL)」と 
バリエーション豊富な「ASUS ZenWatch 2」を発表 

 
 ASUS JAPAN 株式会社は本日、誰でも手軽に堪能できるワンランク上の贅沢、SIM フリースマートフォン

「ZenFone 2」の新しいラインナップとして、6 インチ大画面にレーザーオートフォーカス搭載の、「ZenFone 2 
Laser (ZE601KL)」（ゼンフォン ツー レーザー  ゼットイーロクマルイチケーエル）と、本体サイズ 49mm、

45mm の 2つのサイズに 3色の本体＋ストラップカラーバリエーション（49mmはガンメタル＋ダークブルー（本

革）／ガンメタル＋ガンメタル（メタル）／ローズゴールド＋アッシュブラウン（本革）、45mm はシルバー＋

グレーベージュ（本革）／シルバー＋シルバー（メタル）／ローズゴールド＋オレンジ（本革））と別売りの 6
通りのストラップ（49mm 専用、幅 22m のストラップはガンメタル（メタル）、ダークブルー（本革）、ブラウ

ン（スポーツストラップ）、45mm 専用、幅 18mm はシルバー（メタル）、グレーベージュ（本革）、アクアブル

ー（スポーツストラップ））で、高いカスタマイズ性とファッション性を兼ね備えた Android Wear™搭載スマー

トウォッチ「ASUS ZenWatch 2（WI501Q／WI502Q）」（エイスース ゼンウォッチ ツー（ダブリューアイゴマ

ルイチキュー／ダブリューアイゴマルニキュー））、を 11 月 13 日（金）より国内向けに順次販売いたします。思

い通りに自分撮り(セルフィー)できる 5.5 インチ画面の「ZenFone Selfie (ZD551KL)」に、精巧なダイアモンド・

カットを施したイリュージョンパープルとイリュージョンホワイトの新色 2 色、5 インチ画面でレーザーオート

フォーカス搭載の「ZenFone 2 Laser (ZE500KL)」に、ゴールド、シルバーの新色 2 色についても順次発売予定

です。 

 

 



「ZenFone 2 Laser (ZE601KL)」－その一瞬を、ダイナミックに楽しむ。－ 

 

 ZenFone 2 Laser (ZE601KL)は、LTE に対応し、キャリアを問わず自由に通信プランを選択できるモバイルス

タイル、SIM フリー方式を採用し、6 インチフル HD IPS 液晶に、Qualcomm®社の Snapdragon™ S616（オク

タコア CPU）、3GB のメインメモリ、Adreno 405 グラフィックプロセッサ、アウトカメラに 1,300 万画素、イ

ンカメラに 500 万画素を搭載し、同ラインナップの 5 インチモデル ZenFone 2 Laser (ZE500KL)よりもさらに大

きく、ダイナミックに美しく映し出せます。さらに、アンチフィンガーコーティングを施した、耐久性に優れた

Corning® Gorilla® Glass 4 とフルラミネーションディスプレイを採用し、液晶テレビのように高精細で美しい画

面を、傷や指紋汚れから徹底的に守りながら、抜群のタッチレスポンスで楽しめます。また、直感的で使いやす

い独自のユーザーインターフェース「ASUS ZenUI」を搭載し、画面を 2 度タップするだけで簡単にスリープの

状態からオン/オフができる「ZenMotion」や、画面を小さくして好きな場所に表示する片手モード、迫力の大音

量を実現するデュアルスピーカー、2 枚の SIM カードを使用できるデュアル SIM スロットを搭載、本製品は SIM
フリースマホデビューの 1 台目、親へのクリスマスプレゼント、また、海外出張用や 2 台目の端末といった、多

彩なシチュエーションにおいて、ワンランク上の使い勝手と快適さを提供します。 
グッドデザイン賞も受賞した便利な専用アプリに素早くアクセスできる窓付カバー「View Flip Cover」（シル

バー／ゴールド）とブルーライトを軽減する専用「ブルーライトカット液晶保護フィルム」の純正アクセサリー

も同時発売予定です。 
 

   

 
□ 発表製品 
●製品名／カラー： ZenFone 2 Laser (ZE601KL)／グレー、レッド、ゴールド 
 
●発売予定日： 2015 年 11 月 13 日（金） 



●価格：  
・ZenFone 2 Laser (ZE601KL)本体 ： オープン価格(予想実売価格： 41,800 円(税別)) 
・ZenFone 2 Laser (ZE601KL)専用 View Flip Cover： オープン価格(予想実売価格：2,980 円(税別)) 
(カラー：シルバー、ゴールド) 
・ZenFone 2 Laser (ZE601KL) 専用「ブルーライトカット液晶保護フィルム」： オープン価格(予想実売価格： 
950 円(税別)) 
 
●主な仕様：  
型番／カラー ZE601KL-GY32S3／グレー、ZE601KL-RD32S3／レッド、 

ZE601KL-GD32S3／ゴールド 
プラットフォーム Android ™ 5.0.2 
プロセッサー Qualcomm ® Snapdragon™ S616（オクタコア CPU） 
メインメモリ 3GB 
液晶ディスプレイ： 6 型ワイド TFT カラータッチスクリーン IPS 液晶（LED バックライト）、  

Corning® Gorilla® Glass 4、アンチフィンガープリント、フルラミネーショ

ンディスプレイ 
表示解像度 1,920×1,080 ドット（フル HD） 
グラフィックス機能 Adreno 405 
内蔵ストレージ 32GB 
Web ストレージ ASUS WebStorage サービス（5GB ／永久無料版） 

Google ドライブ（100GB／2 年間無料版） 
Web カメラ アウトカメラ： 1,300 万画素、レーザーオートフォーカス、デュアルカラ

ーLED フラッシュ 
インカメラ： 500 万画素 

センサ GPS（GLONASS、BeiDou サポート）、電子コンパス、光センサ、加速度セ

ンサ、近接センサ、磁気センサ、ジャイロスコープ 
無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth®機能 Bluetooth ®  4.1 
通信方式 FDD-LTE： 2,100（1）、1,900（2）、1,800（3）、850（5）、800（6）、900

（8）、1,700（9）、800（19）、700（28）MHz 
TD-LTE： 2,600（38）、1,900（39）、2,300（40）、2,600（41）MHz 
W-CDMA（HSPA+）： 2,100（1）、1,900（2）、850（5）、800（6）、900（8）、
800（19）MHz  
TD-SCDMA： 2,100（34）、1,900（39）MHz 
GSM/EDGE： 850/900/1,800/1,900MHz 

インターフェース microUSB×1、microSIM スロット×2、microSD メモリカードスロット（128GB
まで対応）×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 

バッテリー駆動時間  Wi-Fi： 約 8.8 時間 
モバイル通信時： 約 8.5 時間 
連続通話時間： 約 1,477 分（3G） 
連続待受時間： 約 439 時間（3G）、約 353 時間（LTE） 

本体サイズ 高さ約 164.5mm×幅約 84mm×奥行き約 3.9mm～10.55mm 
質量 約 190g 
主な付属品 USB AC アダプターセット、イヤホンマイク、ユーザーマニュアル、製品保

証書 
 



●ZenFone 2 Laser (ZE601KL)主な特徴 
 
・超高速で、被写体へフォーカス。その一瞬を逃さない。 
撮りたいものに最速約 0.2 秒の速さで、瞬時にピントを合わせてくれるレーザーオートフォーカスを背面に搭載。

通常、なかなかピントを合わせにくい、薄暗い場所での撮影でも、もう、一瞬のチャンスを逃すことはありませ

ん。 被写体を細部まで確認できる大きな画面と豊富な撮影モードで、あらゆるシーンでプロが撮ったような写

真を簡単に残せます。 
 
・6 インチ大画面。美しく鮮やかで大迫力、しかも頑丈。 
フル HD 対応に加え、フルラミネーションディスプレイを採用し、写真や動画をより美しく、まるで飛び出して

くるかのような迫力で映し出します。また、Corning ® 社製の Gorilla ®  Glass 4 が、ディスプレイを日常の傷

から守ります。 
 
・ZenMotion。6 インチの大画面を片手で自在に操作。 
手が小さな方でも、6 インチ大画面を快適に使える工夫を満載。画面を小さくして好きな場所に表示する片手モ

ードで、ストレスフリーな片手操作ができます。スリープ状態からの画面の表示は画面を 2 回タップするだけ。

電源ボタンを押す必要はありません。 
 
・デュアルスピーカー。動画も音楽も、迫力の大音量で 
スマートフォンとは思えない、迫力の大音量を実現するデュアルスピーカーを背面に搭載。各スピーカーは 5 つ

のマグネットで低音から高音まで幅広い音域をクリアに再生でき、動画や音楽を心ゆくまで楽しむことができま

す。 
 
・デュアル SIM スロット搭載  
4G/LTE に対応した、SIM スロット 1 と SIM スロット 2 の、二つの SIM スロット※を搭載。仕事とプライベー

トと、電話番号や SIM カードのプランを分けて使用することも可能です。 
※ microSIM カードスロットは、SIM スロット 1、SIM スロット 2 ともに、4G/3G/2G 回線に対応しています。

ただし、日本国内においては SIM カードを 2 枚挿入して、4G/3G/2G 回線を同時に使用することはできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「ZenFone Selfie (ZD551KL)」イリュージョンシリーズ 

－かんたん、キレイ、思い通りに自分撮り(セルフィー)－ 

     

ZenFone Selfie (ZD551KL)のイリュージョンシリーズは精巧なダイアモンド・カットを施した天板デザインで、

イリュージョンパープルとイリュージョンホワイトよりご選択いただけます。9 月 18 日より発売したアクアブ

ルー、ホワイト、ピンクのパステルカラーに加え、スタイリッシュで高低差（凸凹）な加工により手元から滑り

にくくし、男女問わず楽しめるクールな質感に仕上がっています。5.5 インチフル HD IPS 液晶、Qualcomm®社

の Snapdragon™ 615（オクタコア CPU）、2GB のメインメモリ、Adreno 405 グラフィックプロセッサを搭載し

ています。さらに、アンチフィンガーコーティングを施した、耐久性に優れた Corning® Gorilla® Glass 4 とフル

ラミネーションディスプレイを採用し、液晶テレビのように高精細で美しい画面を、傷や指紋汚れから徹底的に

守りながら、抜群のタッチレスポンスで楽しめます。画面を 2 度タップするだけで簡単にスリープの状態からオ

ン/オフができ、さらに、スリープ状態のスクリーンに「S」と書くだけでインカメラ、「C」でアウトカメラなど、

良く使用するアプリを瞬時に起動できる「ZenMotion」、また、17 種類の多彩な撮影モード①オート②マニュア

ル撮影③HDR④美人エフェクト⑤超解像度⑥ローライト⑦夜景⑧単焦点⑨エフェクト撮影⑩GIF アニメーショ

ン⑪パノラマ(インカメラでは「自分撮りパノラマ」になります。) ⑫ミニチュア⑬タイムシフト撮影⑭スマート

リムーブ⑮オールスマイル⑯スローモーション⑰低速度撮影で、いつだって、簡単、キレイに、自分らしい 1 枚

が撮れます！ 
グッドデザイン賞も受賞した便利な専用アプリに素早くアクセスできる窓付カバー「MyView Cover」（アクア

ブルー／ピンク／ブラック）、覗き見防止液晶保護フィルム、ブルーライトカット液晶保護フィルムの純正アク

セサリーは全国発売中です。 

     
□ 発表製品 
●製品名／カラー：  
ZenFone Selfie (ZD551KL)／イリュージョンパープル、イリュージョンホワイト 
 
●発売予定日： 2015 年 12 月上旬発売 



●ZenFone Selfie (ZD551KL)本体： オープン価格(予想実売価格： 37,800 円(税別)) 
 
●ZenFone Selfie (ZD551KL)専用「MyView Cover」： オープン価格(予想実売価格：3,480 円(税別)) 
(カラー：アクアブルー、ピンク、ブラック) 
 
●ZenFone Selfie (ZD551KL)専用「覗き見防止液晶保護フィルム」： 
オープン価格(予想実売価格： 1,450 円(税別)) 
 
●ZenFone Selfie (ZD551KL)専用「ブルーライトカット液晶保護フィルム」： 
オープン価格(予想実売価格： 850 円(税別)) 
●主な仕様：  
型番／カラー ZD551KL-PR16PL／イリュージョンパープル、ZD551KL-WH16PL／イリュ

ージョンホワイト 
プラットフォーム Android ™ 5.0.2 
プロセッサー Qualcomm ® Snapdragon™ 615（オクタコア CPU） 
メインメモリ 2GB 
液晶ディスプレイ： 5.5 型ワイド TFT カラータッチスクリーン IPS 液晶(LED バ 

ックライト)、Corning® Gorilla® Glass 4、アンチフィンガープリント、 
フルラミネーションディスプレイ 

表示解像度 1,920×1,080 ドット（フル HD） 
グラフィックス機能 Adreno 405 
内蔵ストレージ 16GB 
Web ストレージ ASUS WebStorage サービス（5GB ／永久無料版） 

Google ドライブ（100GB／2 年間無料版） 
Web カメラ アウトカメラ： 1,300 万画素、レーザーオートフォーカス、デュアルカラ

ーLED フラッシュ 
インカメラ： 1,300 万画素、デュアルカラーLED フラッシュ 

センサ GPS(GLONASS、BeiDou サポート)、電子コンパス、光センサ、加速度セ 
ンサ、近接センサ、 磁気センサ、ジャイロスコープ 

無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth®機能 Bluetooth ®  4.0 
通信方式 LTE： 2,100(1) 、 1,900(2) 、1,800(3) 、 850(5) 、 800(6) 、 900(8) 、 

1,700(9) 、 800(18) 、 800(19) 、700(28)MHz 
W-CDMA(HSPA+)： 2,100(1) 、 1,900(2) 、 850(5) 、 800(6) 、 900(8)、
800(19)MHz 
GSM/EDGE： 850/900/1,800/1,900MHz 

インターフェース microUSB×1、microSIM スロット×2、microSD メモリカードスロット

(128GB まで対応)×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 
バッテリー駆動時間  Wi-Fi： 約 11.8 時間 

モバイル通信時： 約 10.4 時間 
連続通話時間： 約 1,386 分（3G） 
連続待受時間： 約 405 時間（3G）、約 255 時間（LTE） 

本体サイズ 高さ約 156.5mm×幅約 77.2mm×奥行き約 3.9mm～10.8mm 
質量 約 170g 
主な付属品 USB AC アダプターセット、イヤホンマイク、ユーザーマニュアル、 

製品保証書 



●ZenFone Selfie (ZD551KL)主な特徴 
 
・まるでデジタル・メイクアップ「美人エフェクト」 。 
5 つの設定(肌の色／肌の質感／肌の明るさ／目の大きさ／顔の輪郭)をそれぞれ最大 11 段階で調整できます。思

い描く理想の顔を、リアルタイムに画面で確認しながら自分撮りができ、思い通りに自分を表現できます。 
 
・1 台の電話に、2 台分の自由を。 
SnapView を使用すれば、所有者とは全く別の新しい領域を作成し、1 台で 2 台のスマートフォンを所有してい

るかのように使用することができます。保存したデータはもちろん、通話の履歴や各種設定なども保存されるの

で、プライベート用と仕事用などと、分けて使用できます。 
 
・より少ない動きで、思いのままに操作ができる ZenMotion 
画面を 2 度タップするだけで簡単にスリープの状態からオン/オフができます。また、スリープ状態の画面に“W”

の文字を書けばブラウザが、“C”を書けばカメラを起動できるなど、少ない動作でより素早く、思いのままに操

作が可能になりました。 
 
・最高の 1 台を、誰もが使える 1 台に 
スマホ初心者の方でも、迷わず操作いただけるように「簡単モード」や、子供と一緒に安心してスマートフォン

を楽しめる「キッズモード」をご用意しました。 
 

・長文作成も、文字変換も ATOK で楽々 
最高水準の日本語入力システム「ATOK」を標準搭載。正確な文字変換と、誤入力防止機能で、効率的で快適な

文字入力が可能です。メールや SNS などの文字入力も、ストレスフリーに楽しめます。 
 
・デュアル SIM スロット搭載  
4G/LTE に対応した、SIM スロット 1 と SIM スロット 2 の、二つの SIM スロット※を搭載。仕事とプライベー

トと、電話番号や SIM カードのプランを分けて使用することも可能です。 
※microSIM カードスロットは、SIM スロット 1、SIM スロット 2 ともに、4G/3G/2G 回線に対応しています。た

だし、日本国内においては SIM カードを 2 枚挿入して、4G/3G/2G 回線を同時に使用することはできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「ASUS ZenWatch 2」－時と自由を身に纏う。－ 

 
グッドデザイン賞 2015 を受賞し、デザイン、機能性共々さらに進化を遂げた Android Wear™スマートウォッ

チ「ASUS ZenWatch 2」は、高いカスタマイズ性とファッション性を実現し、思わずスマートウォッチである

ことを忘れてしまうような、従来の腕時計の自然な装着感は初代「ASUS ZenWatch」から継承し、本体 は、49mm
と 45mm の 2 つのサイズに 3 色の本体カラーバリエーション、気分で選べる純正アクセサリーから 6 通りのス

トラップという高いカスタマイズ性とファッション性を実現しました。さらに、ASUS オリジナルの

FaceDesigner を使えば、背景から秒針のスタイルまで自分好みにカスタマイズできるため、世界に 1 つの、自

分だけの 1 台にして使えます。また、ASUS ZenWatch Manager を使えば、各種設定を一目で把握・管理できる

ので、常に効率的に ZenWatch を管理できます。 
 

2 つのサイズ、3 つのカラーバリエーション 
 

   
WI501Q シリーズ（サイズ約 49mm）       WI502Q シリーズ（サイズ約 45mm） 

 
美しい有機 EL ディスプレイ AMOLED に、表面のガラスは緩やかにカーブした 2.5D の Corning® 社 Gorilla ® 

Glass 3 を搭載し、日々の衝撃や傷から美しさを守ります。幅 22 ㎜／18mm のストラップは、ワンタッチで簡単

に取り外すことができるので、お好みのストラップに付け替えて楽しむことができます。初代「ASUS ZenWatch」
から、のバッテリー駆動時間は約 1.5 倍に向上し、最高 1 日半ほど使用可能です。さらに、コンパクトなマグネ

ット式の充電コネクターを使えば、わずか約 36 分の短時間で全容量の約 50％まで急速充電が可能のため、充電

の煩わしさから解放されます。 
 
ASUS ZenWatch 2 を Android™4.3 または iOS8.2 以降を搭載したスマートフォンとペアリングすれば、腕時

計で時間をチェックするような手軽さで、スマートフォン側に届いた各種通知を手元で確認することができます。



ASUS ZenUI 搭載の ZenFone シリーズとペアリングすれば、着信やメール、SMS の新着メッセージに加え、ス

ケジュール管理に便利なオリジナルアプリ「What’s Next」から、次の予定のリマインダーなど、ZenFone 側の

新着通知をタイムリーにお知らせしてくれます。Android Wear™の「Together」機能を使えば、画面に指で書い

た文字や写真を、Android Wear™のスマートウォッチ同士で瞬時に送りあうことができます。また、SNS ※ の
メッセージには音声や絵文字で即座に返信ができるので、デジタルライフをもっと楽しくします。 

 
両手がふさがっている時や歩いている時、カバンやポケットから端末を取り出すのが面倒な時でも、何が起こ

っているかを手元だけで簡単に把握することができます。また、端末側のカメラを遠隔操作できる「Remote 
Camera」機能、ウォッチを手のひらで覆うだけで着信音やアラームをミュートできる「覆ってミュート」機能、

プレゼンテーション時にスライドのリモコン操作や時間管理ができる「Presentation Control」機能、ウォッチ側

から端末の音を鳴らして探すことができる「電話を探す」機能など、実用性の高いさまざまな機能を搭載してい

ます。健康管理機能として、その日に走った距離や歩いた歩数、場所やカロリー消費量を記録、予め設定した目

標に向けて励まし、そして管理してくれます。記録は、日ごとや週ごとに表示できるので、健康管理デバイスと

しても活用できます。 
初代 ASUS ZenWatch（WI500Q）にも使用できる、49mm の ASUS ZenWatch （WI501Q）専用の着せ替え

ストラップとして、ガンメタル（メタル）、ダークブルー（本革）、ブラウン（スポーツストラップ）、45mm の

ASUS ZenWatch （WI502Q）はシルバー（メタル）、グレーベージュ（本革）、アクアブルー（スポーツストラ

ップ）、両製品専用の充電 USB ケーブルの純正アクセサリーは順次発売予定です。 

 
 「ASUS ZenWatch 2」は、シーンを選ばず毎日装着できるカスタマイズ性の高いデザインで、ウェアラブル

デバイスに期待される基準を超えた、実用的なスマートウォッチです。 
※ 全ての SNS に対応しているわけではありません。 
 
□ 発表製品 
●製品名：  
（49mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI501Q） 
（45mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI502Q） 
 
●発売予定日： 2015 年 11 月 13 日（金）より順次発売 
 
●価格：  
・（49mm/45mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI501Q/WI502Q）「メタル」ストラップモデル：  
オープン価格予想実売価格： 36,800 円（税別）） 
※本モデル（WI501Q-GM04、WI502Q- SL04）は 11 月下旬より発売予定です。 
 
・（49mm/45mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI501Q/WI502Q）「本革」ストラップモデル：  
オープン価格（予想実売価格： 29,800 円（税別）） 
※本体はローズゴールドカラーのモデル（WI501Q- AB04、WI502Q- OR04）は 12 月上旬以降発売予定です。 



●（49mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI501Q）専用ストラップ（幅 22mm）： 
ガンメタル（メタル））： オープン価格(予想実売価格： 11,980 円(税別)) 
※本製品は 11 月下旬より発売予定です。 
※初代 ASUS ZenWatch ™ （WI500Q）でもご使用いただけます。 
ダークブルー（本革）： オープン価格(予想実売価格： 3,980 円(税別)) 
ブラウン（スポーツストラップ）： オープン価格(予想実売価格： 2,980 円(税別)) 
 
●（45mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI502Q）専用ストラップ（幅 18mm）： 
シルバー（メタル）： オープン価格(予想実売価格： 11,980 円(税別)) 
※本製品は 11 月下旬より発売予定です。 
グレーベージュ（本革）： オープン価格(予想実売価格： 3,980 円(税別)) 
アクアブルー（スポーツストラップ）： オープン価格(予想実売価格： 2,980 円(税別)) 
 
●（49mm/45mm モデル）ASUS ZenWatch 2（WI501Q/WI502Q）専用充電 USB ケーブルストラップ： 
オープン価格(予想実売価格： 2,980 円(税別)) 
※本製品は 11 月下旬より発売予定です。 
●主な仕様：  
製品名 ASUS ZenWatch 2（WI501Q/WI502Q） 
型番 WI501Q-  

BL04 
WI501Q- 
GM04 

WI501Q-  
AB04 

WI502Q-  
GR04 

WI502Q-  
SL04 

WI502Q-  
OR04 

本体

カラ

ー 

本体 ガ ン メ タ

ル 
ガ ン メ タ

ル 
ロ ー ズ ゴ

ールド 
シルバー シルバー ローズゴー

ルド 
ストラップ ダ ー ク ブ

ルー  
（本革） 

ガ ン メ タ

ル  
（メタル） 

ア ッ シ ュ

ブラウン 
（本革） 

グ レ ー ベ

ージュ 
（本革） 

シルバー  
（メタル） 

オレンジ  
（本革） 

プラットフォーム Android Wear™※1 
プロセッサー Qualcomm® Snapdragon™ 400 
メモリ 512MB（RAM）／4GB（ROM） 
表示

機能 
液晶ディスプレ

イ 
1.63 インチ 有機 EL（AMOLED） 1.45 インチ 有機 EL（AMOLED） 

解像度 320×320（278ppi） 280×280（273ppi） 
タッチパネル 搭載（2 点タッチ） 

マイク デジタルマイク内蔵 
センサ 6 軸センサ（加速度センサ、ジャイロセンサ） 
通信

機能 
無線 LAN IEEE802.11b/g/n 
Bluetooth ®  
機能 

Bluetooth ®  4.1 

バッテリー容量 400mAh 300mAh 
バッテリー駆動時間 約 1.5 日 
インターフェース USB（pogo ピン）※2 
サイズ（突起部除く） 幅約 40.7mm×高さ約 49.6mm×  

奥行き約 9.4～10.9mm 
幅約 37.2mm×高さ約 45.2mm×  
奥行き約 10.4～11.8mm 

質量 
（本体／ストラップ） 

約 46g/ 約
14g 

約 46g/ 約
77g 

約 46g/ 約
14g 

約 39g/ 約
11g 

約 39g/ 約
30g 

約 39g/ 約
11g 

防塵・防水 IP67 
主な付属品 USB AC アダプターセット ※3 クイックスタートガイド、製品保証書 



●ASUS ZenWatch 2（WI501Q/WI502Q）主な特徴 
 
・あなただけの ZenWatch 2 で、自由に今を楽しむ。 
本体 49mm と、45mm の 2 つのサイズに 3 色のカラーバリエーション。気分で選べる 6 通りのストラップ。更

に、ASUS オリジナルの FaceDesigner を使えば、背景から秒 針のスタイルまで自分好みにカスタマイズ。世界

に 1 つの、自分だけの 1 台にして使えます。また、ASUS ZenWatch Manager を使えば、各種設定を一目で把握・

管理できるので、常に効率的に ZenWatch を管理できます。 
 
・今起こっていることをタイムリーに手元で把握。便利な通知機能。 
Android™4.3 または iOS8.2 以降を搭載した端末とペアリングすれば、まるで腕時計で時間をチェックする手軽

さで、端末側に届いた各種通知を手元で確認することができます。ASUS ZenUI 搭載の ZenFone とペアリング

すれば、着信やメール、SMS の新着メッセージや、What‘s Next の予定など、ZenFone 側の新着通知をタイムリ

ーにお知らせしてくれます。両手がふさがっている時や歩いている時、カバンやポケットから端末を取り出すの

が面倒な時でも、何が起こっているかが、手元だけで簡単に把握できます。 
 
・コミュニケーションはもっと簡単に。 プライベートの時間が楽しくなる。 
Together 機能を使えば、画面に指で書いた文字や写真を、Android Wear™のスマートウォッチ同士で瞬時に送り

あうことができます。また、SNS ※ のメッセージには音声や絵文字で即座に返信ができるので、毎日がもっと

快適で楽しくなります。 
※ 全ての SNS に対応しているわけではありません。 
 
・健康管理をもっと楽しく。 エクササイズもしっかり記録。 
走った距離や場所、その日歩いた歩数やカロリー消費量を記録。予め設定した目標に向けて励まし、そして管理

してくれます。記録は、日ごとや週ごとに表示できるので、健康管理を手軽に便利に行えます。 
 
・まる 1 日充電いらずで安心。さらに急速充電にも対応。 
バッテリー駆動時間は最高約 1 日半。わずか約 36 分の短時間で全容量の約 50％まで急速充電が可能。しかも充

電コネクターの付け外しはマグネット式でラクラクです。 
※ バッテリー駆動時間や充電時間は、測定方法や条件により異なる場合があります。 
 
・覆ってミュート機能 
ASUS ZenWatch を手のひらで覆えば、端末の着信音やアラームをミュートできます。会議中、カバンの中の電

話が突然なり出しても、手元だけで素早くミュートできます。 
 
・電話を探す機能 
出かけ間際に、携帯が見つからないと慌てることはもうありません。どこに置いたか思い出せない ZenFone と

ASUS ZenWatch は、お互いに呼び出し音やバイブで呼び合うことができます。 
 
 
 
 
 

 

◎本リリースの高解像度製品写真やスペック表等は、ASUS広報サイト http://www.asus-event.com/pr/ からダ

ウンロードできます 

ID は「asuspr」、パスワードは「press」です。 

 


