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Intel Inside® 
圧倒的なパフォーマンスを

今すぐ欲しい！ASUSの最新一体型PC インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

※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. メモリや機器の増設や交換による問題についてはサポートの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 ※3. 専用ビデオメモリです。 ※4. 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。 ※5. リカバリーイメージなどに使用される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. 
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。

● 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。 ● カタログの製品写真ではキーボードが英語版となっておりますが、製品では日本語キーボードとな
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、2015年11月現在のものです。
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登録商標および商標について
Intel、インテル、Intel 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。
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圧 倒 的 な パフォーマンスを 今すぐ欲しい！ASUSの最新一体型PC

インテル® Core™ i7 プロセッサー 搭載

お問い合わせ先
ASUSコールセンター

※ 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は
受付時間：平日／9:00〜18:00、土日／9:00〜17:00（祝祭日、年末年始、夏期休業中は休業）

（通話料はお客様負担）

［ 通話料無料 ］

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年上半期（1月～6月）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、ビデオカードといった
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/

※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。

性能にもデザインにも妥協しない、プレミアム液晶一体型パソコン
創造力に、もっと自由を。

［ Z240ICGK ］ ［ Z220ICGK / Z220ICUK ］

製品名

Zen AiO™ Z220ICGK

型番（本体カラー） Z240ICGK-I76700T（クールゴールド） Z220ICGK-I5G960M（クールゴールド） Z220ICUK-I56400T（クールゴールド）
OS ※1 Windows 10 Home 64ビット

CPU
CPU名 インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー インテル® Core™ i5-6400T プロセッサー
動作周波数 2.8GHz（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3.6GHz） 2.2GHz（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2.8GHz）
キャッシュメモリ インテル® スマート・キャッシュ 8MB インテル® スマート・キャッシュ 6MB

チップセット インテル® H110

メインメモリ
標準 ※2 8GB 4GB
仕様 DDR4-2133

表示機能

液晶ディスプレイ 23.8型ワイドTFTカラーIPS液晶（LEDバックライト） 21.5型ワイドTFTカラー液晶（LEDバックライト）
表面仕様 グレア
解像度 3,840×2,160 ドット（QFHD） 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 NVIDIA® GeForce® GTX 960M（NVIDIA® Optimus™ Technology対応） インテル® HD グラフィックス 530
ビデオメモリ 4GB ※3 2GB ※3 メインメモリと共有 ※4

記憶装置 HDD ※5 1TB

光学ドライブ
ドライブの種類 ー
読み出し速度 ー
書き込み速度 ー

サウンド
サウンド機能 インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（ASUS SonicMaster Premiumオーディオシステム）
スピーカー ステレオスピーカー内蔵（2W×4, 4W×2）
マイク アレイマイク内蔵 デジタルマイク内蔵

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）
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

入力機能
キーボード 109キー日本語ワイヤレスキーボード
ポインティングデバイス ワイヤレスマウス

インターフェース

外部ディスプレイ出力端子 HDMI×2 HDMI×1
USBポート USB3.1（Type-C）×1、USB3.0×4、USB2.0×1
カードリーダー SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、MMC
オーディオ ヘッドホン出力×1、マイク入力×1

電源 ACアダプター
消費電力 最大約183.53W 最大約193.34W 最大約128.14W
エネルギー消費効率（2011年度基準） ー ※7
サイズ 幅585mm×奥行き52～190mm×高さ434mm 幅534mm×奥行き47～161mm×高さ401mm
質量 約7.3kg 約6.2kg
保証期間 購入日より12ヵ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ ー

主な付属アプリ

ASUS Manager
ASUS Share Link

CyberLink PowerDirector 10
CyberLink PhotoDirector 3

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

主な付属品 ACアダプター、電源コード、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、クイックスタートガイド、製品保証書
JANコード 0889349208359 0889349208366 0889349208373

Zen AiO™ Z220ICGK 製品仕様

□ ワイヤレスキーボード＆ワイヤレスマウス付属



*1. 4K対応のIPS液晶モデルはZ240ICGK-I76700Tのみとなります。
*2.  インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー搭載、メモリ8GB、外付けグラ

フィック搭載、ビデオメモリ4GBのモデルはZ240ICGK-I76700Tのみとなり
ます。詳しくはスペック表をご確認ください。

*3. USB3.0と比較した場合の理論値となります。

あらゆるデバイスの常識を塗り替えてきた「Zen」シリーズが、 

今度は液晶一体型パソコンのスタイルを一変させます。

見るものを魅了する、美しく完成されたデザイン。 

あなたのクリエイティビティに応える、圧倒的なパフォーマンス。 

今まで見えなかった世界を映し出す、高精細な4Kディスプレイ。*1

創造力を自由に発揮するためのすべてを搭載した 

このプレミアムな一台から、今までにないような、 

あなただけの最高傑作がきっと生まれます。

確 かな 技 術 が 生 んだ 高 いデ ザイン 性 。  
こだ わりは 細 部 に 表 れる
人間工学に基づいた綿密な設計と、蓄積された確かな技術が生み出す造形美。 
1枚アルミから削り出されたスリムなユニボディは、クールゴールドのヘア 
ラインを纏い、リビングでも書斎でも、その空間を美しく演出します。また、
前面下部にあしらわれた「Zen」シリーズ特有のスピン加工、シャープなエッ
ジに施されたダイアモンドカット、そして「人」という漢字からインスパイアさ
れたシームレスなスタンドなど、創り手のこだわりが細部にまで注ぎ込まれた
Zen AiOは、見る人の感性を刺激し、使う人の創造性を遺憾なく引き出します。
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驚くほどリアルな 映 像とサウンド。

かつてない 圧 倒 的 な 臨 場 感 に包まれる
4K解像度（3,840×2,160ドット）のIPS液晶ディスプレイがもたらす、超リアル
なビジュアル体験。800万ピクセルを超える画素密度とsRGB100%の幅広い
色域により、現実に限りなく近い色を再現し、ディテールの細部まで鮮やかに
映し出します。また、最高峰のデジタルオーディオ技術 ASUS SonicMaster 
Premiumと、6つのスピーカー（合計16W）を装備し、原音に忠実な臨場感あ
ふれるサウンドを実現。クリエイティブな作業を快適にするだけでなく、映画や
音楽、ゲームなどの楽しみ方を大きく変える一台です。*1

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

圧 巻 のスピードとパ ワー。  
クリエイティブ なひらめきを 逃さない
一瞬のひらめきを、一秒でも速くカタチにするために。搭載したのは、第6世代
インテル® Core™ i7 プロセッサーと8GBのメインメモリ。さらに、ゲーミング
マシンクラスのグラフィックスと4GBのビデオメモリが、驚異的なパワーを発
揮。*2 負荷のかかる写真や動画の編集においても、きわめて軽快なレスポンス
を体感できます。また、最新規格のIEEE802.11acに対応する無線LAN機能、
USB3.0の約2倍*3の超高速を実現したType-CのUSB3.1ポートを備えるなど、
大容量データの転送や共有もスピーディに実行できます。

い ま 、創 造 力 は 解 き 放 た れ る 。


