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2017.9ASUS ZenBook 3 Deluxe UX3490UAR 製品カタログ

すべてを革新したワンランク上の 
ハイパフォーマンスノートPC

0800-123-2787ASUSコールセンターお問い合わせ先 Intel Inside® 圧倒 的なパフォーマンスを
インテル® Core™ i7 プロセッサー

高速でつながる
最新のインターフェース

Thunderbolt™ 3（Type-C）×2
USB3.1（Type-C/Gen1）×1

21TB

想像の先をゆく 
パフォーマンス

インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

PCIe 3.0 x4接続

13型クラスのボディに14型の大画面

コンパクトでも大画面



お問い合わせ先

NB-9-20170923

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を認められ、2016年には世界で4,385の賞を受賞しました。日本においては、2016年に
Windowsタブレット、Androidタブレット、SIMフリースマートフォン、マザーボードといった販売実績において、国内シェア第1位※を達成しています。 
※「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

インテル® Core™ i7 プロセッサーIntel Inside® 圧 倒 的なパフォーマンスを

包み込む、4方向からのサウンド
世界的に有名なオーディオブランドであるHarman Kardonの技術を使用した、 
ASUSオリジナルの「ASUS SonicMaster Premium」オーディオシステムと、本体
に内蔵する4つのスピーカー、そしてスマートアンプが、コンパクトなノートPCとは
思えない包み込むようなサラウンドサウンドを提供します。

ASUS ZenBook 3 Deluxe UX3490UAR 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. 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. 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. 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。 ※7. 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。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。 ※8. データ転送と本機への充電をサポート
しています。データの転送を利用される場合は、対応するデバイスを用意してください。映像出力はサポートしていません。 ※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. 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。 ※11. データ転送用のUSB3.0×1、映像出力用のHDMI×1、本機への充電用の
Type-C×1 を搭載しています。

● 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、2017年9月現在のものです。 

● 登録商標および商標について  Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国および/
またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

シリーズ名 ASUS ZenBook 3 シリーズ

製品名 UX3490UAR

型番 UX3490UAR-85501TB

本体カラー ロイヤルブルー

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

動作周波数 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）

キャッシュメモリ 8MB

メインメモリ
標準 ※2 16GB

仕様 LPDDR3-2133

表示機能

ディスプレイ 14型ワイドTFTカラースクリーンIPS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 非搭載

グラフィックス機能 Intel® UHD グラフィックス 620（CPU内蔵）

ビデオメモリ ※3 メインメモリと共有

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 1TB（PCI Express 3.0 x4接続）

サウンド機能

サウンド規格 インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠

スピーカー クアッドスピーカー内蔵（2W×4）

マイク アレイマイク内蔵

Webカメラ 30万画素Webカメラ内蔵

センサ 指紋認証

通信機能
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.2

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）

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
USBポート Thunderbolt™ 3（Type-C）※7×2、USB3.1（Type-C/Gen1）※8×1 

オーディオ 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ポリマーバッテリー（4セル）

バッテリー駆動時間 ※9 約10時間

バッテリー充電時間 約3.3時間

消費電力 最大約65W

エネルギー消費効率（2011年度基準） M区分 0.007（AAA）

サイズ（突起部除く） 幅329mm×奥行き214mm×高さ12.9mm

質量 約1.2kg

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
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※10

ビジネス統合アプリ −

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS ミニ ドック ※11、専用スリーブ

JANコード 0889349820421

13型クラスのコンパクトボディに14型の大画面を実現
幅約10mmの狭額ベゼルによって、13型クラスのコンパクトボディにもかかわ 
らず、14型の大画面を実現しました。ユニボディ構造の本体は、1つのアルミニ
ウム合金の塊から制作を行い、キレイなカーブを描く美しい形に仕上げています。 
航 空 機 などにも使 われる高 強 度 のアルミニウム合 金を 使 用しているため、 
12.9mmの薄さと約1.2kgの軽さを保ちながらも、高い耐久性を実現。さらに、 
革新的な3mm厚の高効率冷却システムを内蔵しているので、本体が過剰に熱くな
ることはありません。

一瞬も待たせたくない、驚異的な性能
CPUには、最高4GHzもの超高クロックで動作する、8スレッド処理対応の「第
8世代 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー」を搭載しており、あらゆる
アプリケーションに対して驚異的な性能を発揮します。内部接続を広帯域なPCI 
Express® 3.0 x4で行った、NVM Express® 接続の超高速SSDを1TB搭載し、 
PCの起動もアプリの起動も驚くほど高速です。

16GB1TB

※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 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の安心サポート

□ 付属アクセサリー
UX3490UAR専用スリーブ
外部の衝撃から 
本体を守る 
純正スリーブ

小型アダプター
持ち運びにも 
便利な小型の 
ACアダプター

ASUS ミニ ドック
3種類の
接続ポートを 
同時に使えるミニドック

軽
さ
約1.2kg

薄
　
さ12.9mm

［ 3mm厚の高効率冷却システム ］

すべてに、高速でつながる
超高速な40Gbpsのデータ転 送 速 度を実現する、最新のThunderbolt™ 3

（Type-C）を2ポート、USB3.1（Type-C/Gen1）を1ポート搭載しました。多彩な
デバイスに接続でき、さらにThunderbolt™ 3対応の液晶ディスプレイに画面を 
出力することもできます。

2
［ Thunderbolt™ 3（Type-C）］ ［ USB3.1（Type-C/Gen1）］




