
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/

妥協を知らぬ、デラックスの極みへ。
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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。

※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できます。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 microSIMカードスロット、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。 ※8 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。  
※9 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大2TBまでになります。 ※10 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。 ※11 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。 ※12 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。 ※13 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。 ※14 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。 ● 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、すべて自社計測による参考値です。 ● このカタログの内容は、2016年9月現在のものです。

製品名 ZenFone™ 3（ZE520KL） ZenFone™ 3 Deluxe（ZS550KL） ZenFone™ 3 Deluxe（ZS570KL）
型番 ZE520KL-BK32S3 ZE520KL-WH32S3 ZS550KL-SL64S4 ZS550KL-GD64S4 ZS570KL-SL256S6 ZS570KL-GD256S6
本体カラー サファイアブラック パールホワイト シルバー ゴールド シルバー 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™ 625（オクタコアCPU） Qualcomm® Snapdragon™ 821（クアッドコアCPU）
動作周波数 2.0GHz 2.4GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 3GB 4GB 6GB
仕様 LPDDR3 LPDDR4

表示機能
ディスプレイ

5.2型ワイド TFTカラータッチスクリーン Super 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 3、 

アンチフィンガープリント

5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン Super 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

5.7型ワイド Super AMOLED、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 506 Adreno 530

記憶装置
内蔵ストレージ ※3 ※4 32GB 64GB 256GB
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 Hi-Res、SonicMaster 3.0
スピーカー スピーカー内蔵
マイク マイク内蔵

Webカメラ
アウトカメラ 1,600万画素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 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、指紋センサー、RGB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、指紋センサー、RGBセンサ、NFC

通信機能
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth®機能 Bluetooth® 4.2

通信方式

FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28 B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B30
TD-LTE B38/B39/B40/B41
キャリアアグリゲーション 2CA対応 2CA/3CA対応
W-CDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
CDMA2000 ー BC0
TD-SCDMA ー B34/B39
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） USB Type-C×1（USB 3.0）
SIMカードスロット ※7 microSIMスロット×1、nanoSIMスロット×1 ※8
カードリーダー ※9 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 ※10 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 ※11 約15時間 約13.8時間
モバイル通信時 ※12 約15.4時間 約15.8時間 約13.8時間
連続通話時間 ※13 約1,637分（3G）、約1,134分（au VoLTE） 約1,860分（3G）、約1,758分（au VoLTE） 約1, 800分（3G）
連続待受時間 ※13 約434時間（3G）、約493.6時間（au VoLTE） 約407時間（3G）、約475時間（au VoLTE） 約389時間（3G）、約370時間（LTE）

バッテリー充電時間 約1.8時間 約2時間 約1.4時間
バッテリー容量 2,650mAh 3,000mAh
消費電力 最大約10W 最大約18W（Quick Charge 3.0対応）
サイズ 高さ約146.8mm×幅約73.9mm×奥行き約7.69mm 高さ約151.4mm×幅約76.7mm×奥行き約7.8mm 高さ約156.4mm×幅約77.4mm×奥行き約7.5mm
質量 約144g 約160g 約172g
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 ※14：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 ※14、ZenEar、ユーザーマニュアル、製品保証書 USB ACアダプターセット ※14、ZenEar（ハイレゾ対応）、 
ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0889349459959 0889349459966 0889349459904 0889349459898 0889349500088 0889349500064

ZenFone™ 3 / ZenFone™ 3 Deluxe 製品仕様

□ JANコード
ZS570KL： 
0889349444313（ブラック）
0889349444351（オレンジ）
0889349444399（ゴールド）
ZS550KL：
0889349477670（ブラック）
0889349477717（オレンジ）
0889349477755（ゴールド）

本体を保護しつつ
美しさをそのまま楽しめる

クリアケース
□ JANコード 
0889349478509

View Flip Cover ビューフリップ カバー

□ JANコード： 0889349434185（ブラック） 
0889349434222（ゴールド） 
0889349434260（アクアブルー）

View Flip Cover ビューフリップ カバー

便利な専用アプリに
素早くアクセスできる窓付純正カバー

便利な専用アプリに
素早くアクセスできる窓付純正カバー

純正液晶保護フィルム（５H／9H） 

□ JANコード
5H： 
0889349476550（ZS570KL）
0889349499580（ZS550KL）
9H： 
0889349519295（ZS550KL）

日常の傷や衝撃から 
スクリーンをしっかり保護

□ ZenFone™ 3 Deluxe（ZS570KL/ZS550KL）専用アクセサリー□ ZenFone™ 3（ZE520KL）専用アクセサリー

クリアケース

□ JANコード
0889349480458（ZS570KL） 
0889349480410（ZS550KL）

本体を保護しつつ
美しさをそのまま楽しめる

私たちの旅はひとつの目的から始まりました。 

それは高い機能性をスタイリッシュなボディに包み込むこと。 

美しくカットされたダイヤモンドのように 

才能と情熱にあふれる職人が時間と手間を掛け 

今までにない強さと美しさのバランスを作り出しました。

あなたが目を奪われるような瞬間に出会ったとき 

レーザーオートフォーカスが瞬きするよりも速く 

その瞬間を永遠にとらえます。

私たちの旅は終わらない。 

まだ誰も見たことのない世界をとらえるために。 

ZenFone™と共に。

※

2016.10ZenFone™ 3 / ZenFone™ 3 Deluxe 製品カタログ

すべてはその一瞬をとらえるために。

※ 2016年1月～6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。

デュアルSIM
デュアルスタンバイ

マルチキャリア対応



ZE520KL

すべてはその 一 瞬をとらえるために。
ダイヤモンドやクリスタルのような、無限に澄み渡る、

自然の強さと美しさ。

両面ガラスの下に広がる、Zenを象徴するスピン加工。

圧倒的な透明感と鮮やかさで、世界を取り込みます。

ZS570KL / ZS550KL

妥協を知らぬ、デラックスの 極 みへ 。
アンテナのラインが外に見えない、オール・メタルのユニボディー。

隙のない美しさに、圧倒的なスピードとパワーを誇る、 

最強クラスのCPUと大容量メモリを搭載しました。

他にはない、これが新しい”Deluxe”の定義です。

OIS／EIS搭載で、 
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。

ZenFone™ 3 シリーズに搭載されたPixelMaster 3.0は、スマートフォンの

カメラの水準を一気に引き上げます。F値2.0の大口径レンズに、あらゆる

状況下でも、忘れたくない瞬間をクリアに、鮮やかに動画や写真で残せる

よう、さまざまな工夫が搭載されています。

急速 バッテリー充電

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39分で0％から

約60％まで急速充電ができます。急いでいる時でも、

素早く充電できます。※ ZenFone™ 3 Deluxeのみ

指紋センサーで、 
より多くのことを、より簡単に

本体背面の指紋センサーにより、登録した指紋でよ

りスピーディーで安全にロック解除することができ

ます。また、設定から有効化すれば、指紋センサー

をダブルタップするだけで簡単にカメラを起動さ

せ、タップしてシャッターをきることも可能です。

ZenFone
原音に限りなく近く、 
臨場感あふれるサウンドを

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、元の音源により近い、本物のサウンド

を手軽に体感できます。

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。
※ ZenFone™ 3 Deluxe（ZS570KL）に付属のイヤホンのみ 
　  ハイレゾに対応

ZS570KL 5.7インチ

［  高性能カメラ ］

万
画 
素
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面

［ ROM ］
256

［ メモリ ］
6

［  高解像度有機ELディスプレイ ］

1,920×1,080（フルHD）

Super AMOLED
［ クアッドコアCPU ］

821Qualcomm®

snapdragon世界初

ZS550KL 5.5インチ

［  高性能カメラ ］
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［ オクタコアCPU ］
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ZE520KL 5.2インチ

［  高性能カメラ ］
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面

［ au VoLTE／ マルチキャリア対応 ］

マルチ
キャリア対応

［ au VoLTE／ マルチキャリア対応 ］

マルチ
キャリア対応

［ Corning® Gorilla®ガラス ］

曲面
両面ガラス2.5D

［ ROM ］
32

［ メモリ ］
3

［ オクタコアCPU ］
625Qualcomm®

snapdragon世界初

ビジネスに、プライベートに、 
フレキシブルに使えるデュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）

デュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）＊1に対応し、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。

また、通信高速化技術「キャリアアグリゲーション」＊2対応により、高速で快適な

通信が可能です。

＊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つの電波で
高速通信

［ デュアルSIM／デュアルスタンバイ ］

PC級のパフォーマンスとグラフィックス

世界初搭載のQualcomm® Snapdragon™ 821プロセッサー、6GBの大容量メモ

リなど*、PC級のパフォーマンスとグラフィックスを実現。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。

＊  ZenFone™ 3 Deluxe（ZS570KL）のみ

瞬きの10倍もの速さ、約0.03秒の超高速フォーカス

スマートフォンでは初めて、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の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。

超 高 速フォーカス秒約

［ 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

約60％まで
急速充電

4K解像度で、 
限りなくクリアに

ZenFone™ 3 シリーズなら、4K解像度

での動画撮影も可能。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。

OIS
4軸光学式
手ぶれ補正

3軸電子式
手ぶれ補正

EIS

トライテック

動画

［ Gorilla® Glass 4 ］

Gorilla®

Glass

［ Gorilla® Glass 4 ］

Gorilla®

Glass




