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ZenFone 5（ZE620KL）／ZenFone 5Z（ZS620KL）／ZenFone 5Q（ZC600KL）
2018.5製品カタログ

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/

他 で は で きな い 体 験 を、再 び。

Series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。

純正アクセサリー ［ 別 売 ］

□  ZenFone 5 / ZenFone 5Z 専用 
Folio Cover

□  ZenFone 5Q 専用 
Folio Cover0889349999912 0889349999905

デュアルSIM デュアルVoLTE
デュアルSIM  
デュアルスタンバイ

ZenFone 5（ZE620KL）／ ZenFone 5Z（ZS620KL）／ ZenFone 5Q（ZC600KL）製品仕様

※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新
しいバージョンが搭載されている場合があります。 ※2. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※4. 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。 
※5. アクティベーション完了後、12ヶ月の間は同一のサービスを追加することはできません。また、サービスの内容は予告なく変更または終了する場合があります。 ※6. NFCはType A/Bに対応しています。 ※7. 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの
通信になります。 ※8. OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。 ※9. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。 ※10. nanoSIMカード（SIM2）とmicroSDカードは排他利用となる
ため、同時に使用することはできません。 ※11. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。ただしSIMカードを2枚挿入して、LTE回線を同時に使用することはできません。※12. 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大2TBまでにな
ります。 ※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. 輝度100nits（100cd/m2）で、ウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 
※15. 輝度100nits（100cd/m2）で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※16. 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での
平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※17. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。 ※18. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブ
ルが含まれています。

● バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。 ● 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。 ● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。 ● プリイン
ストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。 ● 詳細なユーザーマ ニュアルはASUSサポートサイト（http://www.asus.com/jp/support/）からダウンロードできます。 ● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。● 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。 ● 本カタログに記載されている値は、すべて自社測定による参考値です。 ● このカタログの内容は、2018年5月現在現在のものです。

製品名 ZenFone 5（ZE620KL） ZenFone 5Z（ZS620KL） ZenFone 5Q（ZC600KL）
型番 ZE620KL-BK64S6 ZE620KL-SL64S6 ZS620KL-BK128S6 ZS620KL-SL128S6 ZC600KL-RD64S4 ZC600KL-WH64S4 ZC600KL-BK64S4
本体カラー シャイニーブラック スペースシルバー シャイニーブラック スペースシルバー ルージュレッド ムーンライトホワイト ミッドナイトブラック
プラットフォーム ※1 Android™  8.0 Android™  7.1.1

プロセッサー
プロセッサー名 Qualcomm® Snapdragon™  636（オクタコアCPU） Qualcomm® Snapdragon™  845（オクタコアCPU） Qualcomm® Snapdragon™  630（オクタコアCPU）

動作周波数 1.8GHz 2.8GHz 2.2GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 6GB 4GB
仕様 LPDDR4X LPDDR4

表示機能
ディスプレイ 6.2型ワイド Super IPS+液晶（LEDバックライト）、Corning® Gorilla® Glass 3 6型ワイド IPS液晶（LEDバックライト）
解像度 2,246×1,080ドット（フルHD+） 2,160×1,080ドット（フルHD+）
グラフィックス機能 Adreno 509 Adreno 630 Adreno 508

記憶装置
内蔵ストレージ ※3 ※4 64GB 128GB（UFS 2.1） 64GB
ASUS WebStorageサービス 5GB（永久無料版） 5GB（永久無料版）
Googleドライブ 100GB（1年間無料版）※5 100GB（1年間無料版）※5

サウンド機能
サウンド規格 Hi-Res、DTS Headphone：X™、SonicMaster 5.0 ー
スピーカー デュアルスピーカー内蔵 スピーカー内蔵
マイク デュアルマイク内蔵 トリプルマイク内蔵 デュアルマイク内蔵

カメラ
アウトカメラ 1,200万画素カメラ内蔵（メインカメラ）、800万画素広角カメラ内蔵（2ndカメラ）、LEDフラッシュ 1,600万画素カメラ内蔵（メインカメラ）、

800万画素広角カメラ内蔵（2ndカメラ）、LEDフラッシュ

インカメラ 800万画素カメラ内蔵 2,000万画素カメラ内蔵（メインカメラ）、 
800万画素広角カメラ内蔵（2ndカメラ）、LEDフラッシュ

センサー GPS（GLONASS、BeiDou、Galileoサポート）、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、
近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサー、NFC ※6

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

指紋センサー、NFC ※6

通信機能
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac（周波数帯域：2.4GHz/5GHz） IEEE802.11a/b/g/n/ac（周波数帯域：2.4GHz/5GHz）
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 5.0 Bluetooth® 4.2

通信方式

FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28
TD-LTE B38/B39/B41 B38/B39/B41
キャリアアグリゲーション 2CA ※7 2CA/3CA ※7 2CA対応 ※7
W-CDMA B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19

GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900MHz 850/900/1,800/1,900MHz

テザリング機能 対応 対応
入力機能 ポインティングデバイス 10点マルチタッチ・スクリーン（静電容量方式） 10点マルチタッチ・スクリーン（静電容量方式）

インターフェース

USBポート ※8 USB Type-C×1（USB 2.0） microUSB×1（USB 2.0）
SIMカードスロット nanoSIMスロット×2 ※9 ※10 nanoSIMスロット×2 ※11

カードリーダー ※12 microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード ※10 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 ※13 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
電源 USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー

バッテリー駆動時間 

Wi-Fi通信時 ※14 約15.7時間 計測中 約16.1時間
モバイル通信時 ※15 約14.2時間 計測中 約15.8時間
連続通話時間 ※16 約1,530分（3G）、約1,500分（VoLTE） 計測中 約1,656分（3G）、約1,374（VoLTE）
連続待受時間 ※16 約380時間（3G）、約495時間（VoLTE） 計測中 約495時間（3G）、約540時間（VoLTE）

バッテリー充電時間 約2.3時間 計測中 約2.5時間

バッテリー容量 3,300mAh 3,300mAh
消費電力 最大約10W 最大約18W 最大約10W
サイズ 高さ約153mm×幅約75.6mm×奥行き約7.7mm 高さ約160.5mm×幅約76mm×奥行き約7.7mm
質量 約165g 約168g

保証期間 端末本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※17：購入日より12ヶ月間の日本国内保証 端末本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※18 
：購入日より12ヶ月間の日本国内保証

主な付属品 USB ACアダプターセット※17、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar Pro、
ZenEar Pro交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書

USB ACアダプターセット※18、SIMイジェクトピン、 
クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、

ユーザーマニュアル、製品保証書
JANコード 0889349979549 0889349979556 0192876000717 0192876000724 0889349979587 0889349979570 0889349979563

マルチ 
キャリア対応



そのカメラは、知能を持つ ー

＊1 SIM1／SIM2両方のSIMカードスロットにSIMカードを挿入し、片方のSIMカードを使用して通話している場合、もう片方のSIMカードでのデータ通信は停止します。 ＊2 対応エリアでのみ使用可能。対応エリア外では、通常のLTEでの通信となります。 
＊3 ZenFone 5Zの場合。ZenFone 5は2CAです。 ＊４ ZenFone 5 VoLTEでの待受時間です。

高速VoLTE回線を
2つのSIMで受信可能

［ キャリアアグリゲーション対応＊2 ＊3 ］

3つの電波で
高速通信

［ Super IPS+ ディスプレイ ］ ［ Corning® Gorilla® ガラス 3 ］

曲面
ガラス

コンパクトボディに 
6.2インチの大画面

イ
ン
チ

［ オールスクリーンディスプレイ ］

アスペクト比 画 面占 有 率

シャイニー 
ブラック

スペース 
シルバー

付属 
アクセサリー

強くて、美しい。まさに芸術品
わずか約7.7mmの薄さに6.2インチのフルHD+ディ
スプレイは、大画面ながらも約165gのコンパクトボ
ディを実現。特殊なガラスで覆われた頑丈なアルミニ
ウムボディにZenFoneの象徴でもある同心円デザイ
ンが、深みのある贅沢な艶を演出します。

軽
さ

薄
さ

デュアルレンズカメラが魅せる、描画力と表現力
背面のメインカメラには、F値1.8の大口径レンズ、1.4μmの画素ピッチを持つ
1/2.55インチのSony IMX363センサーを搭載。これにより一般的なスマホカメラ
の約5倍も光を取り込み、薄暗い場所や夜間でも、明るく鮮明に撮影できます。
120°の広角のセカンドカメラは、ワイドアングルでの撮影が可能。広々とした景色や
大人数での集合写真などに最適です。また、光学式手振れ補正（OIS）と電子式手振
れ補正（EIS）機能を搭載しているので、写真も動画もブレなく撮影できます。

4軸光学式
手ぶれ補正

3軸電子式
手ぶれ補正

□ メインカメラ 

画素
万1,200

□ セカンドカメラ
広 角
レンズ画素

万800

背面

標 準
レンズ画素

万800 84前面

［ デュアルSIM／デュアルVoLTE＊1 ］

写真にこだわる、プロ並みの作品に
豊富な撮影モードでプロのようなこだわりの一枚が撮影できます。ワンタッチで
シャッター速度、ホワイトバランス、露出、ISOなどを細かく設定できる「Proモード」
のほか、「RAW形式」保存の設定もあり、思い通りの作品に仕上げることができます。

動
画

形
式

［ クリアケース ］ ［ ZenEar Pro ］

撮れば撮るほど、私を理解する
メカニカルラーニングを搭載したZenFone 5／
ZenFone 5Zは、あなたの好みの写真エフェクトを
学習します。撮影した写真に自動エフェクトをかけ
て、おススメ加工を提案してくれます。気に入ったエ
フェクトを選択していくことで、好みの色味やコント
ラストを学習し、あなた専用のカメラに育ちます。

Photo Learning

理想的な写真を簡単に撮影
ZenFone 5／ZenFone 5Zは、AIシーン分析機能により誰でも理想的な写真を簡単
に撮影することができます。照明が控えめなカフェでのランチや動きの素早いペット、
色を再現しにくい空など、カメラを構えるだけで瞬時にAIが被写体を検知・分析し、16
のシーンタイプから最適な撮影モードを選択します。

シーン分析

ピープル ドッグ キャットフード サンセット フィールド オーシャンスカイ

フラワー スノー ナイトグリーン ステージ QRコード トライポットテキスト

16シーンの撮影モード

リアルタイムに「美」を追求する
一眼レフカメラに匹敵する表現力で、自然なボケ感
を演出できる「ポートレートモード」を搭載。さらに
背面カメラなら、2つのレンズが被写体の奥行きを
識別し、リアルタイムにボカし具合を調整すること
ができます。また、「リアルタイムビューティーモー
ド」により、顔の輪郭や肌の色など、あらゆる顔の
特徴を読み取りながら、美しく自然な仕上がりに
調整します。

リアルタイムに「美」を追求する
一眼レフカメラに匹敵する表現力で、自然なボケ感
を演出できる「ポートレートモード」を搭載。さらに
背面カメラなら、2つのレンズが被写体の奥行きを
識別し、リアルタイムにボカし具合を調整すること
ができます。また、「リアルタイムビューティーモー
ド」により、顔の輪郭や肌の色など、あらゆる顔の
特徴を読み取りながら、美しく自然な仕上がりに

［ NFC対応 ］

［ 連続待ち受け ］

＊4

時
間

DSDV



オールスクリーンディスプレイで 
迫力の大画面
迫力の画面が特徴的なディスプレイは、
6.2インチ Super IPS+ディスプレイを
採用。画面占有率が90％を占めるので、
迫 力ある画面を楽しむことができます。 
本体を横向きにして動画を再生する場合
など、切り込み部分で映像が隠れること
はありません。

迫力のある没入型のステレオサウンド
他のスマートフォンでは味わえない表現力で、音楽や動画をもっと楽しめます。独自
のオーディオシステム「SonicMaster 5.0」を搭載し、高音質音源「ハイレゾ」をサ
ポート。先進の5マグネットスピーカー、メタルボイスコイル、NXP Smart AMPを搭
載した拡張性の高いサウンドチャンバーで、心を動かすパワフルな音をあらゆる場面
で楽しめます。また付属のZenEear Proはハイレゾ音源に対応しているので、いつ
でも最高の音楽を体験できます。

表情で、より伝わる
ASUS専用のZeniMojiは、AI機能であなたの表情を瞬
時に専用キャラクターに反映させます。ZenFoneシリー
ズマスコットの禅太郎になって思いを伝えてみましょう。
動画撮影だけではなく、ライブストリーミング*でも配信
可能です。 * ライブストリーミングは後日FOTAにてアップデート予定。

［ ビデオ ］［ ビデオチャット ］ライブ 
ストリーミング*

指紋と顔で、便利で安心のセキュリティ
従来の指紋認証に加えて、インカメラでの顔認証にも
対応。手袋をして指紋認証できない時でも、画面を見
るだけでスリープ解除ができます。指紋と顔で、便利で
安心のセキュリティを実現しました。

顔認証 
機能

指紋認証 
機能

静音時騒音時

ストレスフリーのコミュニケーション
周囲の騒音レベルに応じて着信ボリュームを自動で調整してくれる「AI着信音」機能
を搭載。友達との食事中でも、家族が寝静まっている時でもストレスなく着信を受け
られます。さらに、ノイズキャンセル機能により、どこにいても音声を明瞭に聞くこと
ができます。

目線を認識するスマートスクリーン
端末を持ち上げて、画面を見つめるだけでスリープ解除が可能。* わざわざスマホを
タッチする必要がなくなります。また、「スマートスクリーン」機能により、スリープま
での時間を短く設定していても、画面を見ている間はスリープしない状態をキープで
きます。 ＊使用には各設定が必要となります。

着信音

より長く、より速く使える、AIバッテリー
ZenFone 5／ZenFone 5Zは、バッテリー寿命を最大限に引き伸ばしてくれま
す。AI充電をONにすることで過充電を防ぎ、バッテリーの劣化を防ぎます。また、
3,300mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、約20日間*1のロングライフバッ
テリーを実現。さらにASUS BoostMasterテクノロジーにより、わずか32分間で約
50％まで一気に急速充電できます。*2 

*1 ZenFone 5 VoLTEでの待受時間です。 *2 ZenFone 5は別途18W対応ACアダプターのご準備が必要です。

［ AI充電 ］ ［ 急速充電バッテリー ］

［ バッテリー容量 ］

充電

パフォーマンスとインテリジェンスを融合した最高性能
ZenFone 5Zは、スマートフォン史上最高峰のパフォーマンスを誇るQualcomm® 
Snapdragon™ 845プロセッサーを搭載。最大2.8GHz動作周波数の8コアを内蔵し、
メモリは6GB。優れた処理能力により、カメラ操作はもちろん、ゲームや動画処理も瞬
時に反応。グラフィックス機能はAdreno 630を搭載し、負荷のかかる4K動画撮影も
楽々。ZenFone 5はQualcomm® Snapdragon™ 636を搭載。AIブースト機能によ
り最大約15%も性能を簡単にアップすることができます。

［ AIブースト ］［ メモリ ］［ 記憶容量 ］［ オクタコアCPU ］

［ メモリ ］［ 記憶容量 ］［ オクタコアCPU ］

オールスクリーンディスプレイで



4つのカメラ、
楽しみもワイドに ー

［ トリプルスロット ］

microSD
最大2TB 
サポート

＊1 SIM/SIM2両方のSIMカードスロットにSIMを挿入し、片方のSIMカードを使用して通話している場合、もう片方のSIMでのデータ通信は停止します。 ＊2 auのVoLTEは後日FOTAにてアップデートとなります。 ＊3 VoLTEでの待受時間です。

＊ VoLTEでの待受時間です。
2つの番号で 
同時待ち受け

コンパクトボディに
6インチの大画面

［ IPSディスプレイ ］

ミッドナイト 
ブラック

ムーンライト
ホワイト

ルージュ
レッド

インチ

付属 
アクセサリー

［ ZenEar ］［ クリアケース ］

［ フルビューディスプレイ ］

アスペクト比 画 面占 有 率

［ 連続待ち受け ］

時
間

［ デュアルSIM／デュアルスタンバイ＊1 ］

DSDS

簡単に、プロ並みの作品に
カメラアプリに搭載されているポートレー
トモードを使って撮影すれば、簡単に背景
をぼかす写真が撮れます。両面のカメラに
対応しているので、みんなとの記念写真で
も、自撮りでも、ドラマチックな作品に仕上
がります。

見たままの臨場感を超高速で捉える
1,600万画素の背面カメラは、わずか約0.03秒で被写体すばやくを捉える超高速
オートフォーカスを搭載。動きのある被写体も、暗所での撮影も、確実に捉えます。
また、電子式手振れ補正（EIS）搭載により、動画もブレなく撮影が可能。さらに、4K
ビデオ撮影対応により、超高精細な映像を楽しむことができます。

3軸電子式
手ぶれ補正

超高速 
オートフォーカス

指紋と顔で、便利で安心のセキュリティ
従来の指紋認証に加えて、インカメラでの顔認証にも対応。手袋をして指紋認証でき
ない時でも、画面を見るだけでスリープ解除ができます。さらに指定のアプリにロック
をかけて、顔認証による解除が可能。これなら万が一スマホを落とした時でも安心です。

［ 記憶容量 ］ ［ メモリ ］

［ オクタコアCPU ］

毎日快適に使える性能と大容量メモリ
スムーズな動作と省電力に優れたQualcomm ® 
Snapdragon™ 630プロセッサーに、大容量４GB
メモリを搭載。高精細動画の閲覧やモバイルゲーム
などマルチタスクも楽々こなします。

美と実用性を追求した超薄型ボディ
美しさと使いやすさが両立された、シームレスでエレガントな3色のメタルユニボディ。
わずか約7.7mmという超薄型ボディにも関わらず、約22日間＊のロングライフバッテ
リーを実現する3,300ｍAhの大容量バッテリーを搭載しています。

［ バッテリー容量 ］ ［ NFC対応 ］

薄
さ
約
［ 薄型ボディ ］

4つのレンズで世界が広がる
ZenFone 5Qは前面と背面に2つずつのカメラ、計4つのクアッド 
カメラを搭載した革新的なスマートフォンです。前面には2,000万
画素の高画質メインカメラを搭載。前面と背面に広角カメラを
搭載しており、ダイナミックな風景やみんなで撮る自撮りも簡単
に行えます。豊富な撮影モードから、お気に入りの一枚が撮影
できます。

120°広角の写真

通常の写真

背
面

□ セカンドカメラ

広 角
レンズ

画素
万800

□ メインカメラ 

画素
万1,600

前
面

□ メインカメラ 

画素
万2,000

□ セカンドカメラ

広 角
レンズ

画素
万800

［ マルチキャリア対応＊2 ］

＊3




