
2015年1～3月 BCNランキングを元に自社調べ

他 で は で きない 体 験 を 。

Star t with People 一 全ては人から始まる。

ただ美しいだけでなく、使う人のことを考えたデザイン。 

誰もが無理なく、やりたいことを快 適に行える操作性。 

毎日気持ちよく持てる、一緒にいることが心 地よく思える 

かけがえのないパートナーのような存在であること。

ASUSの物作り理念が、細部に至るまで息づく 

人による、人のためのスマートフォン、ZenFone™ 2。

誰もが気軽に堪能できるワンランク上の贅沢を、その手に。

ゼ ンフォン

他ではできない体 験を。

これが次世代スタンダード。
進化系SIMフリースマートフォン

2015.05

ZenFone™ 2（ZE551ML) 製品カタログ

ASUS JAPAN 株式会社について
ASUS JAPAN 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 エミリー・ルー）は、2014年のコンシューマー向けノートパソコン市場において世界シェア第3位※1であるASUSTeK Computer Inc.の日本
法人です。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日本向けに販売しており、その製品群は
高い評価を得ています。ASUSブランドが追求する革新的な技術と、「Start with People（人を中心に据えた製品開発）」の理念はさまざまな分野で認められ、2015年第一四半期（1月～3月）にはSIMフリース
マートフォン、Androidタブレット、2-in-1パソコン、マザーボード、ビデオカードといった5つの販売実績において、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/

製品名 ZenFone™ 2（ZE551ML）

型番 ZE551ML-BK64S4 ZE551ML-RD64S4 ZE551ML-GD64S4 ZE551ML-GY64S4 ZE551ML-BK32S4 ZE551ML-RD32S4 ZE551ML-GD32S4 ZE551ML-GY32S4 ZE551ML-BK32 ZE551ML-RD32 ZE551ML-GD32 ZE551ML-GY32

本体カラー ブラック レッド ゴールド グレー ブラック レッド ゴールド グレー ブラック レッド ゴールド グレー

プラットフォーム ※1 Android™ 5.0

プロセッサー
プロセッサー名 インテル® Atom™ プロセッサー Z3580 インテル® Atom™ プロセッサー Z3560

動作周波数 2.33GHz 1.83GHz

メインメモリ
搭載容量 ※2 4GB 2GB

仕様 LPDDR3

表示機能

液晶ディスプレイ 5.5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）、Corning® Gorilla® Glass 3

解像度 1,920×1,080ドット（フルHD）

グラフィックス機能 PowerVR G6430

記録装置

eMMC ※3 ※4 64GB 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
スピーカー スピーカー内蔵

マイク デジタルマイク内蔵

Webカメラ 1,300万画素Webカメラ内蔵（アウトカメラ）、500万画素Webカメラ内蔵（インカメラ）

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

通信機能
無線LAN ※6 IEEE802.11a/b/g/n/ac（周波数帯域：2.4GHz/5GHz）

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

通信方式

LTE 　2,100（1）, 1,900（2）, 1,800（3）, 1,700/2,100（4）, 850（5）, 800（6）, 900（8）, 1,700（9）, 800（18）, 800（19）, 700（28）MHz ※7

W-CDMA（HSPA+） 2,100（1）, 1,900（2）,  850（5）, 800（6）, 900（8）MHz ※7

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

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 microUSB×1

SIMカードスロット ※8 microSIMスロット×2

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 ※11 約10.2時間

モバイル通信時 ※12 約8.5時間

連続通話時間 ※13 約1144分（3G）

連続待受時間 ※13 約294時間（3G）、約267時間（LTE）

バッテリー充電時間 約2.2時間 約3.4時間 ※14

バッテリー容量 3,000mAh

消費電力 最大約18W 最大約7W

サイズ 高さ約152.5mm×幅約77.2mm×奥行き約3.9mm～10.9mm

質量 約170g

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

主な付属アプリ

やることリスト（いつまでに何をやるかなどのタスク管理を簡単にできるアプリ）
アプリのバックアップ（インストールしたアプリ&作成したデータをバックアップ出来るアプリ）
キッズモード（子どもが安全に利用できる環境に設定することができるアプリ）
自動起動マネージャー（バックグラウンドで自動起動するアプリを管理できるアプリ）
ASUS Splendid（画質の調整が出来るアプリ）
ATOK for Android（かしこい変換機能で日本語入力が断然ラクになるアプリ）
AudioWizard（音質の調整が出来るアプリ）
Booklive!Reader（電子書籍を購入・閲覧するアプリ）
Data transfer（Bluetoothを利用して連絡帳データの移行を行うことができるアプリ）
ebiReader（eBookJapanの電子書籍を購入、閲覧、蔵書するアプリ）

MiniMovie（好みの写真や画像から簡単に動画が作れるアプリ）
Party Link（撮影した写真をグループ内で簡単に共有出来るアプリ）
PC Link（パソコン上でデバイスの操作が出来るアプリ）
PhotoCollage（好みの写真や画像から簡単にコラージュが作れるアプリ）
Remote Link（Bluetooth経由でデバイスを無線のタッチパッドとして使用出来るアプリ）
Share Link（Wi-Fi経由でデータの送受信が出来るアプリ）
SuperNote（キーボード入力だけでなく手書き入力も出来るメモアプリ）
What's Next（スケジュールから日常に便利な情報をロック画面やホーム画面に表示するアプリ）
Yahoo!JAPAN（最新ニュースや災害速報など、ヤフーに簡単アクセスできるアプリ）

主な付属品 USB ACアダプターセット※15、イヤホンマイク、ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0889349014332 0889349014370 0889349014394 0889349014417 0889349029312 0889349029282 0889349029299 0889349029305 0889349014325 0889349014363 0889349014387 0889349014400

※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 eMMC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、
2016年12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。 ※6 5GHz帯では、W52/W53/W56に対応しています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。 ※7（）内の値は、対応バンドになります。 ※8 SIMスロット1は4G/3G/2G回線に対応、SIMスロット2は2G回線
専用のスロットです。日本国内で使用する際は、SIMスロット1にmicroSIMカードを差し込みご使用ください。SIMスロット2は、2G回線のサービスを提供している国や地域で、音声通話のみにご使用いただけます。2G回線でのデータ通信には対応しておりません。 ※9 使用可能なmicroSDメモリーカー
ドは、最大64GB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/㎡）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。 ※12 輝度100nits（100cd/㎡）で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングをした場合の平均的な利用時間です。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
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 急速充電機能を使用するには、別途18WタイプのUSB ACアダプターセットが必要になります。 ※15 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。

● お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。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。  
● SIMカードを挿入して音声通話やパケット通信を使用する為の設定方法は、SIMカードを提供している通信事業者にお問い合わせください。 ● SIMカードを挿入して音声通話やパケット通信を使用する場合、通信事業者の定める利用料金が発生します。詳細に関しては、SIMカードを提供している通
信事業者へお問い合わせ下さい。 ● 本カタログの画像は全てイメージです。 ● ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。 ● 「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。その他掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

ZenFone™ 2 製品仕様

AP-9-20150516

お問い合わせ先
0800-123-2787ASUS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）

0570-783-886（通話料はお客様負担）

［ 通話料無料 ］ASUSの安心サポート

サービス完了後は
ご自宅まで配送※3

保証期間内なら
送料無料※2

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。

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。

ASUS ZenFone Shop ZenFone™2の製品情報や、便利な使い方をわかりやすく紹介した動画もご覧いただけます。 http://shop.asus.co.jp/zenfone/

ZenFone™ 2（ZE551ML） 純正アクセサリー［ 別売 ］

View Flip Cover Deluxe
ビューフリップ カバー デラックス

□ JANコード
0889349042526（ブラック）

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

□ JANコード
0889349003732

18W USB 
ACアダプターセット

□ JANコード 　
0889349003978

液晶保護フィルム

目に優しく、疲れにくい。
ブルーライトカット加工

エイスース ゼンパワー

コンパクトに持ち歩ける、
大容量・モバイルバッテリー

ASUS ZenPower

□ JANコード
0889349045213（シルバー）
0889349045237（ブルー）
0889349045244（ピンク）
0889349045206（ブラック）
0889349045220（ゴールド） 容量：10,050mAh



ZenFone™ 2がめざしたのは、使う人の気持ちに寄り添う一台。そのために、

ASUS ZenUI™をよりシンプルでわかりやすいユーザーインターフェースへと

進化させました。初めてスマートフォンを手にする人で も 、やりたいことが 

ストレスなく、自然な流れで行えます。

シンプル、簡単、スマート。
抜群の使いやすさを実現するASUS ZenUI™

Simple & Easy

1300万
画素

背 

面
万
画素500前 

面

逆光の中でも、自然な一枚に
「HDRモード」で撮影すれば、明部と暗部を程よく自動

調整してくれるので、逆光の時でも、目で見たままのよ
うに自然な一枚を撮影できます。逆光で、暗くつぶれて
しまったディテールや色味も、くっきりと再現できます。

暗がりでも、大切な瞬間を逃さない
「ローライトモード」で撮影すれば、ノイズを抑えながら、

明るさを通常の約400％、コントラストは約200％アップ
させ、暗闇で見えにくかったものでも鮮明に写し出すこ
とができます。

フラッシュ撮影でも自然な色合い
背面のデュアルカラーLEDフラッシュと、周囲の明るさ
に合わせて発光度合いを自動調整する「リアルトーンフ
ラッシュ」機能により、自然な色合いを再現できます。

［HDRモード OFF］

［HDRモード ON］［リアルトーンフラッシュなし］ ［リアルトーンフラッシュあり］

片手モード 
大画面も片手でラクラク操作

「片手モード」にすれば、画面の位置やサイズを自由自在に 
カスタマイズできるので、手の小さい女性やお子様でも、 
大画面を無理なく片手で楽しむことができます。

ZenMotion 
より少ない動きで、もっと思いのままに
画面を2度タップするだけで簡単にスリープの状態からオン／
オフができます。また、スリープ状態の画面に“W”の文字を書
けばブラウザが、“C”を書けばカメラを起動できるなど、少な
い動作でより素早く、思いのままに操作が可能になりました。

最高の1台を、誰もが使える1台に
スマートフォンに不慣れな方でも、迷わず操作いただける
ように「簡単モード」や、子 供と一 緒に安心してスマート 
フォンを楽しめる「キッズモード」をご用意しました。

起動させたいアプリは、「設定」からお好みのアプリに変更し、カスタマイ
ズしてご使用いただけます。

w：ブラウザ
s：メッセージ

e：メール
c：カメラ

z：メモリ解放
v：電話

ジェスチャー操作一覧

［ キッズモード ］［ 簡単モード ］

*1 2015年4月ASUS自社調べ。 *2 2.33GHz/4GB ZenFone 2モデルのみ。64-bit OSへのアップデート後、全てのメモリ領域をご使用いただけます。 *3 バッテリーが0%の状態からスタートした場合。測定方法や条件により
異なる場合があります。メインメモリ2GBのモデルで急速充電機能を使用するには、別途18WタイプのUSB ACアダプターセットが必要になります。 *4 SIMスロット1は4G/3G/2G回線に対応、SIMスロット2は2G回線専用の 
スロットです。日本国内で使用する際は、SIMスロット1にmicroSIMカードを差し込みご使用ください。SIMスロット2は、2G回線のサービスを提供している国や地域で、音声通話のみにご使用いただけます。2G回線でのデータ通信
には対応しておりません

ZenのDNAが宿るプレミアムデザイン
ディスプレイ下部や各種ボタンには、穏やかな水の波紋や、
木の年輪、星空の動きなどを連想させる、ASUSならではの
スピン加工を施しました。さらに背面全体には、繊細なヘア
ライン加工を施し、ディテールにまでこだわりと上質を宿し
ています。

画面サイズも
自由に調整可能

好きな位置へ
移動可能

片手モード
ON

SnapView 
1台の電話に、2台分の自由を
SnapView（スナップビュー）を使用すれば、所有者とは全く別の新しい領域を作成し、1台で2台のスマートフォンを所有している
かのように使用することができます。保存したデータはもちろん、通話の履歴や各種設定なども保存されるので、プライベート用
と仕事用などと、分けて使用できます。

長文作成も、文字変換もATOKで楽々
最高水準の日本語入力システム「ATOK」を標準搭載。正確
な文字変換と、誤入力防止機能で、効率的で快適な文字入力
が可能です。メールやSNSがストレスフリーに楽しめます。

［ジェスチャー入力］

［QWERTY入力］［所有者でログイン］ ［Snap Viewでログイン］

さまざまなエフェクトで、思い出のシーンを演出
「エフェクト撮影」を使えば、エフェクトをかけた状態で、動画や写真の撮影が行えます。
スケッチ風や漫画風、モノクロやセピア調、モザイク、ハイコントラストなど、シーンに合わ
せて12種類の豊富なエフェクトから選択することができます。

[LOMO] [セピア]

[エッジ] [漫画]

「自分撮りパノラマ」で、その一瞬をワイドに残せる
家族や友達と、また自分一人でも、最高の瞬間を美しくワイドに残せます。F値2.0/85
度広角レンズの前面カメラで、最大約140度の自分撮りパノラマ撮影が可能です。

［ローライトモード OFF］

［ローライトモード ON］

明るく、美しく、鮮やかに。
大切な瞬間を逃さない

Camera

ASUS独自のPixelMasterテクノロジーが、スマートフォンでの写真撮影を劇的

に進化させました。暗がりや逆光でも、被写体が動いていても、残したい瞬間は

逃しません。どのような状況でも、プロのようなハイクオリティな一枚で、その

一瞬を残すことができます。

複数のアプリを同時に開きながらも、もたつくことなく、マルチタスクをサク

サク実行させる、大容量メモリ。何をするでも軽快なレスポンスが体感できる、

最新のインテル® クアッドコアプロセッサー。短時間で一気に充電できる、急速

充電機能など、文句なしのモンスター級パフォーマンスを実現しました。

パワー、スピード、スタミナ。
どれもモンスター級

Performance

手のひらに心地よくフィットする、丸みを帯びたフォルムに、大画面のフルHD

ディスプレイを片手で楽しんでいただけるよう、人間工学に基づき様々な工夫

を凝らしました。その洗練されたデザインと、使う人にどこまでも寄り添うスタ 

イルは、世界からも高い評価を受け、2015年iFデザイン賞を受賞しています。

人のため の、
人に 基 づ いたデ ザイン

Design

iF DESIGN
AWARD 2015 受賞

手になじむエルゴノミックアーク設計
本体背面は中央からエッジにかけて緩やかなカーブを描
いており、手のひらに丁度よくフィットします。また、背面
カメラの下にボリュームボタンを配置し、人差し指で自然
に操作することができます。手の小さい方でも、無理なく
大画面を楽しんでいただけるよう工夫をしました。

3.3mm約

ベゼル幅

高精細で広視野角、フルHDディスプレイ
思わず目を奪われる、美しく色鮮やかなディスプレイ。
画面解像度1,920×1,080ドット（フルHD）IPS液晶パネ
ルを搭載し、写真や動画などを劣化させることなく、あり
のままの美しさを存分に堪能できます。

目には大きく、手にはコンパクト
色鮮やかなディスプレイを存分に楽しめる、5.5インチの
大きなディスプレイを搭載しながらも、ZenFone™ 2は
ボディの大きさを感じさせません。ベゼル幅を約3.3mm
まで狭めて、画面占有率72%という狭額縁デザインを実
現。フルHDの鮮やかな大画面を、いつでもコンパクト
に持ち歩けます。

メモリ 搭 載

世界初！

世界初、大容量4GBメモリ
スマートフォンでは世界初*1となる大容量4GBメモリ*2を搭載。RAMとCPU間の
データ転送を効率化することで、マルチタスクにおいても圧倒的なスピードを体感
できます。*2

日本初、インテル® プロセッサー
スマートフォンでは日本初*1となる、最新の「インテル® Atom 
Z3580／Z3560」プロセッサーを搭載。滑らかなウェブサー
フィン、スムーズな動画再生、素晴らしいゲーム体験、それら
すべてをその手の中で実感できます。

日本初！

いつだって、高速データ通信
LTE Cat4対応で、いつでもスピーディーなモバイルデータ通
信が可能。また、最新の無線LAN規格「IEEE802.11ac」へ
の対応や、NFC搭載により、ファイルの送受信などもスピー
ディーに快適に行えます。

海外でも便利に使える、デュアルSIMカードスロット
LTEや3Gに対応したSIMカードスロット1と、海外で便利な、
2G回線専用のSIMカードスロット2を搭載。出張や旅行など
で海外に行く際、より便利に使えるようになりました。

*4急速バッテリー充電
バッテリーの充 電時間を従 来よりもはるかに短 縮 する、
ASUS BoostMasterを搭載。この急速充電機能により、約39
分という短時間（通常の約2倍の速さ）で、一気に約60％まで
のバッテリー充電が可能になります。*3

短時間で一気にチャージ！
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