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ASUSについて
ASUSは、パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチなどデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオ
カードなどパソコン向け高性能パーツを開発・販売する総合エレクトロニクスメーカーです。その優れた技術とデザインが
認められ、2017年には世界で4,511の賞を受賞しました。また日本においては2018年までに13年連続でマザーボードの
シェア１位※を達成しています。 ※	株式会社BCNが全国のPOSデータを元に発表している「BCN	AWARD」において。

www.asus.com/jp/

お
問
合
せ

ご来店

お電話 ※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）

［ 通話料無料 ］

受付時間：９：00～19：00（年中無休）

ASUSコールセンター：
0570-783-886

0800-123-2787

※ノートPC／タブレット／スマートフォン製品のみ

東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル1F
営業時間：10：00～20：00（最終受付19:00／年末年始休業）

カスタマーサービスセンター：ASUS Store Akasaka

※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。

AURA SYNC対応のゲーミングPCやゲーミングモニター、ヘッドセット・マウス・キーボードなどのゲーミングデバイスを、

専用ソフトウェアで設定すれば、LEDの光り方や色を同期し、光らせることができます。

ゲームプレイ環境を、好みに合わせて華やかに彩り、独自の世界を作り上げることができます。

シンクロする光で、華やかに彩る

ROGは、プロゲーマー愛用ブランドです



すべては勝 利のために
究 極を追い求める人の  
最 強ゲーミングシリーズ「 ROG」

アールオージー

驚異的なパフォーマンス

PERFORMANCE

長時間プレイもクールに

COOL

ゲームプレイに
最適化されたデザイン

DESIGN

最高峰のサウンドを
フルレンジで

SOUND

最 高 峰 を 追 求 する あ な たに スタイリッシュな 戦 い に 拘 る あ な たに 貪 欲 に 勝 利 を望 む あ な たに カジュアル に 楽し みたい あ な たに

ハイエンド スペシャルエディション eSportsメインストリーム カジュアル
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極薄・極軽、しかも極冷。ゲーミングの新時代、はじまる。

G703GI  GL702ZC

SSD HDDメモリ

 16GB  256GB 1TB フルHD

リフレッシュ 
レート

144Hz

リフレッシュ 
レート

119Hz

メモリ

64GB
HDD

2TB フルHD

最高の性能、圧倒的なパワー。
究極で最強のゲーミングノートPC

□　 最強のインテル® Core™ i9 プロセッサー（6コア12スレッド／OC対応）搭載

□　 NVIDIA G -SYNC™対応の、 
リフレッシュレート144Hz／応答速度3ms液晶ディスプレイ

□　 1キーごとにライティングを設定できる、 
Nキーロールオーバー対応ゲーム仕様キーボード（AURA SYNC対応）

□　 ホコリを除去し、CPUとGPUを個別に冷却する究極の冷却システム

光り方を自由にカスタマイズできる
AURA	SYNC対応キーボード

高性能冷却システム

リフレッシュ 
レート

144HzフルHD

メモリ

 24GB

□　 究極の薄さを実現した17.9mmのウルトラスリムデザイン

□　 テンキーとしても使える最新の切り替え式タッチパッド

リフレッシュ 
レート

144HzフルHD

メモリ

 16GB
NVMe SSD

  256GB

NVMe SSD

 512GB

SSHD

1TB

□　 スタイリッシュな19.9mmのウルトラスリムデザイン

□　 4つのエリアごとに光るNキーロールオーバー対応ゲーム仕様キーボード（AURA SYNC対応）

17.3 型

最 新の技 術により、その高い性能からは信じられない薄さと質 量を実 現。

液晶を開くと吸 気口が 現れる画期 的で超強力な変 形冷却機 構を採用し、外 観も一 新しました。

性能もデザインも、今までにないまったく新しいゲーミングノートPC、それが ROG ZEPHYRUSです。

4つのエリアごとに光るキーボード	
（AURA	SYNC対応）

スペシャルエディションハイエンド

□　 8コア16スレッド対応のデスクトップ用Ryzen™ 7搭載

□　 ビデオメモリ4GBの高性能なAMD Radeon™ RX 580搭載

□　 Radeon FreeSync™対応、リフレッシュレート119Hzで 
滑らかな表示を可能にする液晶ディスプレイ

□　 思いきり使える30キー同時押し対応の高耐久キーボード

デスクトップPC級の実力。 
8コアRyzen™ 搭載ゲーミングノートPC

30キー同時押し高耐久キーボード AMD	Ryzen™	7搭載

＞ GM501GS
詳しい情報は 
こちら

＞ GX501GI
詳しい情報は 
こちら

＞ G703GI
詳しい情報は 
こちら

［	6コア12スレッド	］

［	8コア16スレッド	］

［	6コア12スレッド	］

［	6コア12スレッド	］［	ビデオメモリ	4GB	］

［	ビデオメモリ	8GB	］

［	ビデオメモリ	8GB	］

［	OC対応	/	ビデオメモリ	8GB	］

＞ GL702ZC
詳しい情報は 
こちら

15.6 型 GX501GI  GM501GS

 512GB
NVMe SSD

（RAID 0対応）

NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Max-Q

NVIDIA® GeForce® GTX 1070

NVIDIA® GeForce® GTX 1080

AMD  
Radeon™  
RX 580 

応答速度

3ms

応答速度

3ms

応答速度

3ms

イルミネートキーボード	
（AURA	SYNC対応）

テンキーとしても	
使えるタッチパッド
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UHD

3840  2160

勝利を追 求する、すべての人たちへ。

メモリ

 16GB
HDD

1TB
応答速度

3msフルHD

リフレッシュ 
レート

120Hz

WASDキーをハイライト QWERキーをハイライト

□　 武器をイメージした攻撃的なデザイン 
FPSゲームに最適なモデル

□　 WASDキーをハイライトされた 
Nキーロールオーバー対応ゲーム仕様キーボード 

（AURA SYNC対応）

□　 まるでモンスターの鱗のようなデザイン 
MOBAゲームに最適なモデル

□　 QWERキーをハイライトされた 
Nキーロールオーバー対応ゲーム仕様キーボード 

（AURA SYNC対応）

eSportsメインストリーム カジュアル

4K液晶が映し出す驚異の美しさ。
超高解像度ゲーミングノートPC

□　 圧倒的に高精細な4K解像度の15.6型液晶ディスプレイ

□　 卓越した性能のインテル® Core™ i7 プロセッサーと 
NVIDIA® GeForce® GTX 1050を搭載

□　 赤いバックライトで気分を盛り上げるイルミネートキーボード

＞  HERO 
EDITION 
詳しい情報は 
こちら

＞  SCAR 
EDITION 
詳しい情報は 
こちら

＞ FX504
詳しい情報は 
こちら

＞ FX570UD
詳しい情報は 
こちら

日本語
キーボード

15.6 型15.6 型 GL503GE

□　 優れた性能の6コア12スレッドインテル® Core™ i7プロセッサーと 
NVIDIA® GeForce® GTX 1050を搭載

□　 赤いバックライトがやる気にさせるイルミネートキーボード

□　 人気ゲームのAge of Empires: Definitive Editionと 
Gears of War 4をバンドル

□　 ファンの性能を長持ちさせるダストパイプ付きの強力冷却性能

もっと気軽にゲームを楽しめる。
高性能ゲーミングノートPC

大規模で高負荷なeSportsゲームに、満足のいくレスポンスを実現。

リフレッシュレート120Hzの高速駆動液晶ディスプレイに、

高性能なインテル® Core™ i7プロセッサーとNVIDIA® GeForce® GTX 1050 Tiを搭載。

シューティングスキルも、ゲームでの闘争心も向上させる“武器”として、

ROG STRIXは、あなたを勝利へ導きます。

NVIDIA® GeForce® GTX  1050 Ti
メモリ

 16GB
SSD

  256GB
HDD

1TB

メモリ

8GB
HDD

1TB フルHD

NVMe SSD

 128GB

NVMe SSD

 128GB

［	6コア12スレッド	］ ［	4コア8スレッド	］

［	6コア12スレッド	］ ［	4コア8スレッド	］

［	ビデオメモリ	4GB	］
NVIDIA® GeForce® GTX 1050

［	ビデオメモリ	4GB	］

NVIDIA® GeForce® GTX 1050
［	ビデオメモリ	4GB	］

or
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オーバークロックで性能の限界を突破
最高のゲーミング体験と高い汎用性を実現

□　 圧倒的性能のインテル® Core™ i7プロセッサーとNVIDIA® GeForce® GTX 1060を搭載

□　 2.5インチSSDをリムーバブルメディアとして使用できるホットスワップトレイ

□　 自然対流を活かした強力な冷却システム

ハイエンド／スターター／カジュアルGL12CM   GL12CP

＞  GL12CM / 
GL12CP

詳しい情報は 
こちらNVIDIA® GeForce® GTX 1060

※		GL12CP-I7G1060のみ。GL12CP-I7G1050、	
GL12CP-I5G1050については詳細スペックをご確認ください。

□　 OC対応のインテル® Core™ i7プロセッサーとNVIDIA® GeForce® GTX 1080を搭載

□　 2.5インチSSDをリムーバブルメディアとして使用できるホットスワップトレイ

□　 搭載するハードウェアが見えるスタイリッシュなサイドパネル

□　 高い冷却性能を維持する水冷システムを採用

ハードウェアが見える
サイドパネルNVIDIA® GeForce® GTX 1080

※		GL12CM-I7KG1080のみ。	
GL12CM-I7G1070については	
詳細スペックをご確認ください。

メモリ

 16GB
HDD

1TB

メモリ

 16GB
SSD

  256GB
HDD

1TB

NVMe SSD

 512GB

［	6コア12スレッド	］

［	6コア12スレッド	］

［	ビデオメモリ	8GB	］

［	ビデオメモリ	3GB	］

シリーズ名 ASUS ROGシリーズ ASUS ROG STRIX シリーズ

製品名 ROG G703GI ROG STRIX GL702ZC

型番（本体カラー） G703GI-I9G1080 
（チタン）

GL702ZC-R7R120 
（ブラック）

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサー AMD Ryzen™ 7 1700 プロセッサー

動作周波数（標準/最大） 2.9GHz（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4.8GHz） 3.0GHz（最大3.7GHz）

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 12MB 16MB

チップセット モバイル インテル® HM370 B350

メインメモリ
標準 ※2 64GB 16GB

仕様 DDR4-2666 DDR4-2400

表示機能

液晶ディスプレイ 17.3型ワイドTFTカラー液晶

表面仕様 ノングレア

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）（144Hz） 1,920×1,080ドット（フルHD）（119Hz）

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce® GTX 1080 AMD Radeon™ RX 580 グラフィックス

ビデオメモリ ※3 8GB 4GB

外部ディスプレイ出力 ※4 最大3,840×2,160ドット 

記憶装置
SSD ※5 512GB RAID 0（256GB×2）（PCI Express 3.0 x4接続） 256GB（SATA3接続）

HDD ※5 2TB（ハイブリッドHDD） 1TB

光学ドライブ

ドライブの種類 ー

読み出し速度 ー

書き込み速度 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

スピーカー ステレオスピーカー内蔵（2W×4） ステレオスピーカー内蔵（2W×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

通信機能

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

無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.1

入力機能
キーボード 107キー英語キーボード（RGBイルミネートキーボード） 102キー英語キーボード（イルミネートキーボード）

ポインティングデバイス 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、Mini DisplayPort×1

USBポート Thunderbolt 3（Type-C）※7 ×1、USB3.1（Type-A/Gen2）×3 USB3.1（Type-C/Gen2）※8 ×1、USB3.0×3

PS/2ポート ー

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 ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

拡張スロット ※2 ー

ドライブベイ ※2 ー

電源 ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー（8セル） 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）

バッテリー駆動時間 ※9 約1.7時間

バッテリー充電時間 約2.1時間 約2.5時間

消費電力 最大約560W 最大約280W

エネルギー消費効率（2011年度基準） ー ※10 

サイズ（突起部除く） 幅425mm×奥行き319mm×高さ47.5～51mm 幅415mm×奥行き280mm×高さ34mm

質量 約4.7Kg 約3.2Kg

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

ビジネス統合アプリ ー

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

JANコード 0192876027639 0192876027660 

※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いません。
予めご了承ください。

※3.	 専用ビデオメモリです。
※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.	 OSはSSDにインストールされていま

す。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.	 IEEE802.11a/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。

※7.	 データ転送と映像出力をサポート
しています。データの転送や映像の
出力をされる場合は、対応するデバ
イスを用意してください。本機への
給電はサポートしていません。

※8.	 データ転送をサポートしています。
映像出力と本機への充電はサポー
トしてません。

※9.	 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。

※10.	本製品は、CPUの複合理論性能が
一秒につき20万メガ演算以上のた
め対象外となります。

→P4→P4

カタログについてのご注意

●		本カタログで使用している製品の写
真は開発中のものもあります。そのた
め実際の製品とは異なる場合があり
ます。また、記載している仕様、デザイ
ンならびにサービス内容などは改善の
ため予告なく変更することがあります。

●		本カタログには、日本における名称、
表記を記載しております。海外での名
称、表記とは異なる場合があります。

●		画面はハメコミ合成です。
●		印刷の都合によりカタログの製品写真
と実物では色彩が異なる場合があり
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。	

●		本 カ タ ロ グ の デ ィ ス ク 容 量
は、1M B=1 , 0 0 0 K b y t e、1G B	
=1,000Mby te換算値です。1MB	
=1,024Kbyteで換算した場合、表記上
同容量でも、実容量は少なくなります
のでご注意ください。

●		パソコンで作成したDVD（外付け光
学ディスクドライブで作成したDVD
を含む）はご使用いただくプレーヤー、
記録媒体または記録状態などによっ
て再生できない場合があります。

●		プリインストール/添付アプリのバー
ジョン/レベルや詳細機能は、予告なく
変更されることがあります。また、一
部機能が制限される場合があります。

●		プリインストール/添付アプリは、市販
のパッケージ商品と、添付品・マニュア
ルなどにおいて一部異なるものがあり
ます。また、マニュアルなどの記載につ
いては、一部汎用的な表記を使用して
いる場合や、アプリのヘルプ機能でそ
れを代用しているものがあります。

●		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。

ゲーミング・ハイエンドパソコン 製品仕様
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→P7 →P7 →P8→P6→P5

シリーズ名 ROGシリーズ ROG STRIXシリーズ ASUS TUF Gamingシリーズ ASUS Gamingシリーズ ROG STRIX シリーズ

製品名  ROG ZEPHYRUS
GX501GI

ROG ZEPHYRUS 
GM501GS ROG STRIX GL503GE ASUS TUF Gaming FX504GD ASUS FX570UD ROG STRIX GL12CM ROG STRIX GL12CP

型番（本体カラー） GX501GI-I7G1080Q 
（ブラック）

GM501GS-I7G1070 
（ブラックメタル）

GL503GE-SCAR 
（ガンメタル）

GL503GE-HERO 
（モンスタースケール）

FX504GD-I7G1050 
（ブラック）　

FX504GD-I5G1050 
（ブラック）　

FX570UD-I7G1050 
（ブラック）

GL12CM-I7KG1080 
（アイアングレー）

GL12CM-I7G1070 
（アイアングレー）

GL12CP-I7G1060 
（ブラック）

GL12CP-I7G1050 
（ブラック）

GL12CP-I5G1050 
（ブラック）

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

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー　 インテル® Core™ i5-8300H
プロセッサー

インテル® Core™ i7-8550U
プロセッサー

インテル® Core™ i7-8700K
プロセッサー インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー インテル® Core™ i5-8400

プロセッサー

動作周波数
（標準/最大）

2.2GHz 
（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4.1GHz）

2.3GHz（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4.0GHz）

1.8GHz 
（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4.0GHz）

3.7GHz（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4.7GHz）

3.2GHz
（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4.6GHz）

2.8GHz（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4.0GHz）

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 9MB 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 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 9MB

チップセット モバイル インテル® HM370 ー インテル® Z370 ※2 インテル® H310 ※2

メインメモリ
標準 ※3 24GB 16GB 8GB 16GB 32GB 16GB 8GB

仕様 DDR4-2666 DDR4-2400 DDR4-2666

表示機能

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

表面仕様 ノングレア ノングレア ー

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）（144Hz） 1,920×1,080ドット（フルHD）（120Hz） 1,920×1,080ドット（フルHD） 3,840×2,160ドット（UHD） ー

タッチパネル 非搭載 非搭載 ー

グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce®

GTX 1080 Max-Q

NVIDIA® GeForce®GTX 1070
（NVIDIA® Optimus™ 

Technology対応）

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

　NVIDIA® GeForce® GTX 1050
（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

NVIDIA® GeForce® GTX 1050
（NVIDIA® Optimus™Technology対応）

NVIDIA® GeForce® 
GTX1080

NVIDIA® GeForce® 
GTX1070

NVIDIA® GeForce® 
GTX1060 NVIDIA® GeForce® GTX1050

ビデオメモリ ※4 8GB 4GB 2GB 4GB 8GB 3GB 2GB

外部ディスプレイ出力 最大3,840×2,160ドット ※5 最大3,840×2,160ドット ※5  ー

記憶装置

SSD 512GB
（PCI Express 3.0 x4接続）※6

256GB
（PCI Express 3.0 x4接続）※7

128GB 
（PCI Express 3.0 x2接続）※7

256GB 
（SATA3接続）※7

512GB（PCI Express
3.0 ×4接続）※7

256GB（PCI Express
3.0 ×4接続）※7 256GB（SATA3）※7 128GB（SATA3）※7 ー

SSHD ー 1TB（ハイブリッドHDD）※7 ー ー

HDD ー 1TB ※7 1TB ※7 1TB ※7

光学
ドライブ

ドライブの種類 ー ー 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 ー ー CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速（2層：最大8倍速）、DVD-ROM最大8倍速、
DVD-RW最大8倍速、DVD+R最大8倍速（2層：最大8倍速）、DVD+RW最大8倍速

書き込み速度 ー ー 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+R最大8倍速（2層：最大6倍速）、DVD+RW最大8倍速

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（1.6W×2） ステレオスピーカー内蔵（1W×2） ステレオスピーカー内蔵（1.5W×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） ー

マイク アレイマイク内蔵 アナログマイク内蔵 ー

Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵 30万画素Webカメラ内蔵 ー

センサ ー 指紋認証 ー

通信機能

LAN 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T（RJ45）※8 ー 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45） 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

無線LAN ※09 IEEE802.11a/b/g/n/ac IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.1 Bluetooth® 4.1

入力機能
キーボード 83キー英語キーボード

（RGB イルミネートキーボード）
103キー英語キーボード

（RGBイルミネートキーボード） 
104キー英語キーボード

（RGBイルミネートキーボード） 100キー英語キーボード（イルミネートキーボード） 104キー日本語キーボード
（イルミネートキーボード） ー

ポインティングデバイス マルチタッチ・タッチパッド マルチタッチ・タッチパッド ー

インター
フェース

外部ディスプレイ出力 HDMI×1 HDMI×1、Mini DisplayPort×1 HDMI×1 HDMI×1 ー

外部ディスプレイ出力
（ビデオカード） ー ー DisplayPort×2、HDMI×2、DVI-D×1 DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1

外部ディスプレイ出力
（オンボード） ー ー HDMI×1 ※10

USBポート
Thunderbolt（Type-C）※11 ×1、 
USB3.1（Type-A/Gen2）×2、

USB3.0×2

Thunderbolt（Type-C）※11 ×1、
USB3.1（Type-A/Gen2）×4

USB3.1（Type-C/Gen2）※12 ×1、
USB3.0×3、USB2.0×1 USB3.0×2、USB2.0×1 USB3.1（Type-C/Gen1)×1 ※12、 

USB3.0×1、USB2.0×2

正面：USB3.0×2、USB2.0×2
背面：USB3.1（Type-A/Gen2）×2、

USB3.0×4、USB2.0×2

正面：USB3.0×2、USB2.0×2
背面：USB3.0×2、USB2.0×2

PS/2ポート ー ー

カードリーダー 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 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
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 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

正面：マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※13
背面：ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1、リアスピーカー×1、センター/サブウーファー×1、S/PDIF×1

拡張スロット ※3 ー ー

PCI Express® 3.0 x16 スロット×1（空きスロット×0）
PCI Express® 3.0 x1 スロット×1（空きスロット×1）

無線LANモジュール用 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）

PCI Express® 3.0 x16 
スロット×1（空きスロット×0）

PCI Express® 3.0 x1 
スロット×1（空きスロット×1）

無線LANモジュール用 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×1）

ドライブベイ ※3 ー ー 3.5"ドライブベイ×2（空きベイ×1）、2.5"ドライブベイ×2（空きベイ×2）

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 
リチウムイオンバッテリー（4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） 500W（80PLUS® BRONZE）

バッテリー駆動時間 ※14 約1.7時間 約3.7時間 約4.5時間 約4.3時間 約5.9時間 約4.1時間 ー

バッテリー充電時間 約2.0時間 約2.3時間 約2.2時間 約2.0時間 約2.2時間 約2.4時間 ー

消費電力 最大約230W 最大約150W 最大約120W 最大約120W 最大約347.31W 最大約323.47W 最大約241.47W 最大約194.01W 最大約178.71W

エネルギー消費効率（2011年度基準） ー ※15 M区分 0.01（AAA） ー ※15

サイズ（突起部除く） 幅379mm×奥行き262mm 
×高さ16.9～17.9mm

幅384mm×奥行き262mm 
×高さ17.5～19.9mm 幅384mm×奥行き262mm×高さ24mm 幅384mm×奥行き262mm×高さ25mm 幅374.6mm×奥行き256mm×

高さ21.9mm 幅179mm×奥行き400mm×高さ456mm

質量 約2.26Kg 約2.45Kg 約2.6Kg 約2.3Kg 約1.9kg 約11.0kg 約9.6kg

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

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

本体：購入日より12ヶ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、製品マニュアル、 

製品保証書、USBイーサネットアダプ
ター、ゲーミングパームレスト

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 ACアダプター、製品マニュアル、
製品保証書 製品保証書

JANコード 0192876027646 0192876027653 0192876027684 0192876027691 0192876066683 0192876066690 0192876027677 0192876027738 0192876038260 0192876027752 0192876027813 0192876027820

ゲーミング・ハイエンドパソコン 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.	 デスクトップ製品で使用しているマ

ザーボードは、PCパーツとして市販
されているマザーボード製品とは仕
様が異なります。

※3.	 増設や交換はサポートしていません。
予めご了承ください。

※4.	 専用ビデオメモリです。
※5.	 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。
※6.	 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。

※7.	 SSDおよびHDDを搭載しているモ
デルでは、OSはSSDに搭載されて
います。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。

※8.	 有線LANでの接続の場合は、付属
のUSBイーサネットアダプター(LAN
アダプター)をUSBポートへ接続して
ご利用ください。

※9.	 IEEE802.11a/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。

※10.	ビデオカード搭載モデルでは、オン
ボードの外部ディスプレイ出力は無
効になっています。

※11	データ転送と映像出力をサポート
しています。データの転送や映像の
出力をされる場合は、対応するデバ
イスを用意してください。本機への
充電はサポートしていません。

※12.	データ転送をサポートしています。
映像出力と本機への給電はサポー
トしていません。

※13.	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。

※14.	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。

※15.	本製品は、CPUの複合理論性能が
一秒につき20万メガ演算以上のた
め対象外となります。

カタログについてのご注意

●		本カタログで使用している製品の写
真は開発中のものもあります。そのた
め実際の製品とは異なる場合があり
ます。また、記載している仕様、デザイ
ンならびにサービス内容などは改善の
ため予告なく変更することがあります。

●		本カタログには、日本における名称、
表記を記載しております。海外での名
称、表記とは異なる場合があります。

●		画面はハメコミ合成です。
●		印刷の都合によりカタログの製品写真
と実物では色彩が異なる場合があり
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。	

●		本 カ タ ロ グ の デ ィ ス ク 容 量
は、1M B=1 , 0 0 0 K b y t e、1G B	
=1,000Mby te換算値です。1MB	
=1,024Kbyteで換算した場合、表記上
同容量でも、実容量は少なくなります
のでご注意ください。

●		パソコンで作成したDVD（外付け光
学ディスクドライブで作成したDVD
を含む）はご使用いただくプレーヤー、
記録媒体または記録状態などによっ
て再生できない場合があります。

●		プリインストール/添付アプリのバー
ジョン/レベルや詳細機能は、予告なく
変更されることがあります。また、一
部機能が制限される場合があります。

●		プリインストール/添付アプリは、市販
のパッケージ商品と、添付品・マニュア
ルなどにおいて一部異なるものがあり
ます。また、マニュアルなどの記載につ
いては、一部汎用的な表記を使用して
いる場合や、アプリのヘルプ機能でそ
れを代用しているものがあります。

●		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。
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