
2016.12ZenFone™ 3 Ultra（ZU680KL） 製品カタログ

※

※ 2016年1月～9月「BCNランキング」を元にした自社調べによる累計販売台数。

極上の歓びは“ウルトラ”からはじまる。
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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する総合エレクトロニクスメーカーです。2015年には4,368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※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/

製品名 ZenFone™ 3 Ultra（ZU680KL）

型番 ZU680KL-SL32S4 ZU680KL-GY32S4 ZU680KL-RG32S4

本体カラー シルバー グレー ローズゴールド

プラットフォーム ※1 Android™ 6.0.1

プロセッサー
プロセッサー名 Qualcomm® Snapdragon™ 652（オクタコアCPU）

動作周波数 1.8GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 4GB

仕様 LPDDR3

表示機能

ディスプレイ 6.8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）、フルラミネーションディスプレイ、Corning® Gorilla® Glass 4、アンチフィンガープリント

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）

グラフィックス機能 Adreno™ 510

記憶装置

内蔵ストレージ ※3 ※4 32GB

ASUS WebStorageサービス 5GB（永久無料版）

Googleドライブ 100GB（2年間無料版） ※5

サウンド機能

サウンド規格 DTS HD Premium Sound™、DTS Headphone:X™、Hi-Res、SonicMaster 3.0

スピーカー デュアルスピーカー内蔵

マイク ステレオマイク内蔵

Webカメラ
アウトカメラ 2,300万画素Webカメラ内蔵、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 800万画素Webカメラ内蔵

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

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

Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.2

通信方式

FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28

TD-LTE B38/B40/B41

キャリアアグリゲーション 2CA対応

W-CDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19

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

テザリング機能 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）

インターフェース

USBポート ※6 USB Type-C×1（USB 2.0） ※7

SIMカードスロット ※8 nanoSIMスロット×2 ※9

カードリーダー ※9 ※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 ※11 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

バッテリー駆動時間 

Wi-Fi通信時 ※12 約11.7時間

モバイル通信時 ※13 約11.7時間

連続通話時間 ※14 約2,040分（3G）、約2,280分（au VoLTE）

連続待受時間 ※14 約408時間（3G）、約379.2時間（au VoLTE）

バッテリー充電時間 約2.5時間

バッテリー容量 4,600mAh

消費電力 最大約18W（Quick Charge 3.0対応）

サイズ 高さ約186.4mm×幅約93.9mm×奥行き約6.8mm

質量 約233g

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 ※15：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 ※15、ZenEar（ハイレゾ対応）、SIMイジェクトPIN、ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0889349562376 0889349562383 0889349562390

※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 サービスを利用するには、2018年3月31日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーション完了後、12ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。 ※6 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。 ※7 DisplayPortによる映像出力に対応しています。 ※8 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。 ※9 SIMカードスロット2はnanoSIM
カードと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。 ※10 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大2TBまでになります。 ※11 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。 ※12 輝
度100nits（100cd/m2）で、720Pの動画を連続再生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。 ※13 輝度100nits（100cd/m2）で、720Pの動画を連続再生し、電波を正常に受信できる状態で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。 ※14 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。 ※15 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。

● 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、2016年12月現在のものです。

ZenFone™ 3 Ultra（ZU680KL） 製品仕様

お問い合わせ先ASUSピックアップサービス※1

ASUSなら万が一故障しても、
ご自宅まで引き取りに伺います。

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

ご連絡いただいた翌日に
専門業者がお引取り※3

※1 ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップパソコン、一体型パソコン、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。
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ZU680KL

超高速、超高画質。撮りたい瞬間逃さない。
背面に搭載する2,300万画素の高性能カメラには、3つのフォーカス技術を1つに統
合した「TriTech（トライテック）オートフォーカス」を搭載。動きのある被写体も、暗
所での撮影でも、スピーディーに確実に被写体をとらえます。

Camera

4軸光学式
手ぶれ補正

3軸電子式
手ぶれ補正

写真も動画も、ブレ知らず
光学式手振れ補正（OIS）と電子式手振れ補正 

（EIS）搭載により、写真も動画も、くっきりと鮮
やかに残せます。

動画

4K解像度で、限りなくクリアに
4K解像度で動画撮影が可能なので、大切な瞬
間を、まるでそのまま切り取ったかのような臨
場感で、いつまでも色褪せることなく残せます。

急速バッテリー充電。さらに他の端末も充電できる。
バッテリーの充電時間を短縮できるQualcomm® Quick Charge 3.0に対応。 
わずか45分で0％から約60％までスピーディーに充電。急いでいる時でも、素早く
充電できます。さらに、他の端末も充電できるリバースチャージ機能により、モバイル
バッテリーのようにも使用できます。

＊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。またSIM2において、nanoSIMカードとmicroSDカードを同時
に使用することはできません。

＊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。

［ キャリアアグリゲーション対応＊2 ］

2つの電波で
高速通信

［ デュアルSIM／デュアルスタンバイ＊1 ］ ［ マルチキャリア対応 ］

［ メモリ ］［ オクタコアCPU ］

“ウルトラ級”パフォーマンス
計8つのコアを内蔵するQualcomm® Snapdragon™ 652プロセッサーと、大容
量４ＧＢメモリで、マルチタスクや負荷の大きい作業も楽々こなします。さらに、動き
の激しい動画でも、残像を低減してより鮮明な映像を映し出す、ASUS Tru2Life+ 
テクノロジーを搭載。圧倒的なパフォーマンスと美しい映像で、エンターテインメン
トをより一層楽しめます。さらにZenUI 3.0の新機能Game Genieにより、今まで
なかった新しい楽しみ方で、ゲームをますます堪能できます。

Performance

指紋センサで�
素早く簡単にロックを解除
ホームボタンには指紋センサを搭載。スマートフォン
のロック解除を、指紋認証で素早く簡単に行えます。
指紋は5つまで登録できるので、使う指を選ばずどの
指でも認証を行うことが可能です。

外出先でも、音に没頭
付属のイヤホン「ZenEar」を使用すれば、スタジオと同じ、
CDの約4倍の音質の24ビット/192kHz音源を再生可能。
外出中でもハイレゾ音質を味わえます。

原音に限りなく近く、臨場感あふれるサウンド
強化されたSonicMaster 3.0に加え、高音質音源「ハイ 
レゾ」をサポート。CDの約4倍の高音質を再現し、デュアル
スピーカーで臨場感あふれる本物のサウンドを体感できます。

Sound

［�T
トライテック

riTechオートフォーカス ］

レーザー
オートフォーカス

像面位相差
オートフォーカス

コンティニュアス
オートフォーカス
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カメラ

デュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）�
２つの電話番号から�
同時に待ち受けが可能
SIMカードをその都度切り替えることなく、
2つの番号から同時に通話やSMSの待ち
受けが可能。ビジネスとプライベートの2つ
の電話番号をひとつの端末で使用するこ
とができます。さらに、キャリアアグリゲー
ション＊2対応により、高速で快適な通信を
行えます。

約60％まで
急速充電


