
ASUS ZenBook™ Pro UX501VW 製品仕様 2016.3ASUS ZenBook™ Pro UX501VW製品カタログ

※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. 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. 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. 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。 ※7. 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。 ※8. 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。 ※9. 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。 ※10. 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。 ※11. 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。 ※12. 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。 ※13. USB充電に対応しているデバイスを特定のUSB3.0ポートで急速充電することができます。すべ
てのUSB機器の充電を保証するわけではありません。

● 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。 ● このカタログの内容は、2016年3月現在のものです。

ASUSについて
ASUSは、2014年のグローバルコンシューマー向けノートパソコン市場においてシェア第3位※1の総合エレクトロニクスメーカーです。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の
デジタルデバイスや、マザーボードをはじめとした、ビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを開発し、ワールドワイドに展開しており、2014年には4,326の賞を受賞しました。日本においては、
2015年にはSIMフリースマートフォン、Androidタブレット、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※2を達成しています。
※1. IDCデータをもとにした自社調べ。 ※2.「BCNランキング」をもとにした自社調べ。

www.asus.com/jp/

あらゆる場所で、創造する。
4K液晶搭載マルチメディアノートPC

製品名 ASUS ZenBook™ Pro UX501VW

型番 UX501VW-FI099T

本体カラー ダークグレー

OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU

CPU名 インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー

動作周波数 2.6GHz（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3.5GHz）

キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 6MB

チップセット モバイル インテル® HM170 Express

メインメモリ
標準 ※2 16GB

仕様 DDR4-2133

表示機能

液晶ディスプレイ 15.6型ワイドTFTカラーIPS液晶（LEDバックライト）

表面仕様 ノングレア

解像度 3,840×2,160ドット（UHD）

タッチパネル 非搭載

グラフィックス機能 NVIDIA® GeForce® GTX 960M（NVIDIA® Optimus™ Technology対応）

ビデオメモリ ※3 2GB

外部ディスプレイ出力 ※4 最大3,860×2,160ドット 

記憶装置 SSD ※5 512GB

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 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）※6

無線LAN ※7 IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
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

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

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 ※9 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（6セル）

バッテリー駆動時間 ※10 約6.1時間

バッテリー充電時間 約3.5時間

消費電力 最大約120W

エネルギー消費効率（2011年度基準）※11 ー

サイズ（突起部除く） 幅383mm×奥行き255mm×高さ20.6mm

質量 約2.06kg

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 ※12

主な付属アプリ

ASUS Live Update
ASUS Splendid

ASUS USB Charger+ ※13
i-フィルター® 30日間無料体験版

KINGSOFT® Office 2013 Standard 30日間無料体験版
WinFlash

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

JANコード 0889349334218

お問い合わせ先

創造を瞬時にカタチにする高性能

NVIDIA® GeForce® GTX 960M
（NVIDIA® Optimus Technology対応）

インテル® Core™

i7-6700HQ プロセッサー 搭載

緻密で広大な4K解像度

3,840×2,160ドット
（ UHD ）

持ち運べる、力強く繊細な美しさ

約

［ バッテリー駆動時間 ］［ 薄さ／軽さ ］

約

英 語
キーボード

モデル
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VAモード

力強くて繊細な美しさ
どこから見ても完成された芸術品のような美しさ。天板
には、静寂さを感じさせる禅の精神を反映したスピン
フィニッシュのヘアライン加工を施しました。ダイヤモン
ドカットによる鋭いエッジが力強さと繊細さを感じさせ
ます。スリムで軽いので気軽に持ち歩くことができ、手に
触れる金属の冷たい感触があなたの感性を刺激します。

緻密で広大な4K解像度
本物に見間違えるほど、鮮明に美しく映し出す4K/UHD
（3,840×2,160ドット）の液晶ディスプレイを搭載。
282ppiという圧倒的な緻密さで、動画や写真をより繊
細にシャープに映し出します。また、一画面に多くの情報
を表示できるので、あらゆる作業を効率良く行うことが
できます。

本物の色を表示できる色再現性
どの方向から見ても美しい、広視野角178°のIPS液晶 
パネルを使用。残像感が少ないパネルなので、動きの
早い動画もハッキリした映像で楽しめます。広色域に
対応し、動画や写真を元データに忠実な本物の色で
表示できます。

創造する場所は机の前だけじゃない。

青空の下でも、カフェでも、場所に縛られずに創り出したい。

8スレッド処理に対応する圧倒的なCPUパワー。

高度な3D処理に対応するグラフィックス機能。

広色域に対応したIPS液晶が、美しく描き出す。

思考を妨げることなく目の前に集中できる広大な4K解像度。

時間を忘れられるロングライフバッテリー。

そして、感性を刺激するエレガントなデザイン。

そのすべてがこの一台で。

あなたの創造を形にするノートPC。

薄
さ

軽
さ
約

最高品質サウンド
オーディオ機器メーカーのBang & Olufsen ICEpower®と
共同開発を行った「ASUS SonicMaster Premium」テク
ノロジーを搭載。ハードウェアとソフトウェアを高度に組み
合わせて実現した独自の音作りで、ノートPCとは思えない
クリアで豊かで臨場感のあるサウンドを提供します。

ワイヤレスでも高速アクセス
最新無線LAN規格のIEEE802.11acに対応することで、最
高867Mbpsの高速アクセスを実現。ほかの無線機器など
との干渉が少ない5GHz帯の電波を使用するのでつながり
やすく安定した通信を行えます。大きなファイルを転送し
たり高画質な動画を見たりしても驚きの快適さです。

変幻自在の拡張性
ディスプレイ出力に対応するThunderbolt 3 対応 
のポートやHDMIを搭載し、外部ディスプレイへ
の出力も快適です。また、USB3.0を3ポート搭載
し、高い拡張性を誇ります。

創造を瞬時にカタチにする高性能
画像処理や動画編集をCPUよりも高速に処理できる「NVIDIA® GeForce® GTX 
960M」を搭載。GPUの力で重い処理でも軽くこなします。CPUにも8スレッド対応で
高速な「インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー」を搭載しました。

IPSモード

インターフェース

USB3.0
HDMIポート

Thunderbolt（Type-C） USB3.0

オーディオコンボジャック（4極対応）

SDカードスロット電源ジャックその他のディスプレイ4Kディスプレイ

インテル® Core™

i7-6700HQ
プロセッサー 搭載

NVIDIA® GeForce®

GTX 960M
NVIDIA® Optimus
Technology対応

待ち時間をなくす高速ストレージ
ノートPCとの内部接続を広帯域なNVMeで行うこと 
で高速化を図ったSSDを搭載。Windowsの起動や
アプリケーションの起動をより素早く高速に行えます。

もうワンランク上の速さ
メモリには高 速 なD D R4 -2133メモリを大 容 量の
16GB搭載。ゲームなどのエンターテインメントソフト
をより快適に動作でき、大きな写真の加工やイラスト
の編集なども軽快に行えます。

時間を忘れられるロングライフバッテリー
無駄を極限まで削ぎ落とした省電力設計によって、デ
ザイン性を犠牲にすることなく長時間のバッテリー駆
動時間を実現。外出先でもバッテリー残量を気にせず
作業に没頭できます。

時間約


