
□　JANコード
Z370Cブラック：0889349099155 Z370Cホワイト：0889349099162
Z380Cブラック：0889349099179 Z380Cホワイト：0889349099186

□　JANコード
Z370Cブラック：0889349099193 Z370Cホワイト：0889349099209
Z380Cブラック：0889349099216 Z380Cホワイト：0889349099223

□　JANコード
Z370Cブラック：0889349099032 Z370Cホワイト：0889349099049
Z370Cアクアブルー：0889349099056
Z380Cブラック：0889349099063 Z380Cホワイト：0889349099070
Z380Cアクアブルー：0889349099087

ASUS ZenPad™ 7.0(Z370C)/8.0(Z380C)
専用アクセサリー［ 別売 ］
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ASUS ZenPad 7.0(Z370C)/ 8.0(Z380C) 製品カタログ

インテル® Atom™ x3
プロセッサー搭載

自由に選べる、あなただけの贅沢。

持ち運びに便利な、手のひらに収まる7インチ。
Z370C Z380C

動画やウェブ閲覧に快適な、迫力の8インチ。

Intel Inside®
素晴らしい体験を今すぐ欲しい！ASUSのタブレット

AP-A-20150717

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。

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 スマートフォン、スマートウォッチ、ノートパソコン、タブレット、液晶ディスプレイ、プロジェクター、
デスクトップパソコン、All-in-One PC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。

www.asus.com/jp/

0570-783-886
注：旧番号047-390-5630は2015年3月31日をもってサービスの提供を終了させていただきました。

インチ インチ

エイスース ゼンパッド

[ オーディオカバー ]

[ パワーケース]

[ エイスース トライカバー ]

スタンドにもなる、軽量＆カラフルな純正カバー

ZenPadのバッテリー駆動時間に、プラス最大約6時間  。
バッテリー搭載型、純正背面カバー

※11

臨場感溢れる迫力のサウンドを楽しめる
DTS®対応、スピーカー付き純正オーディオカバー

インテル® Atom™ x3
プロセッサー搭載

Intel Inside®
素晴らしい体験を今すぐ欲しい！ASUSのタブレット

ASUS ZenPad™ 7.0（ Z370C ) / 8.0（ Z380C ) 製品仕様
製品名 ASUS ZenPad™7.0 (Z370C) ASUS ZenPad™8.0 (Z380C) 

型番 Z370C-BK16 

本体カラー ブラック

Z370C-WH16

ホワイト

Z370C-SL16

シルバー

Z380C-BK16

ブラック

Z380C-WH16

ホワイト

Z380C-SL16

シルバー

プラットフォーム ※1 Android™ 5.0.2

プロセッサー インテル® Atom™ x3-C3200 プロセッサー

メインメモリ
搭載容量 ※2 2GB

仕様 LPDDR3

表示機能

液晶ディスプレイ

7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)
アンチフィンガープリント

フルラミネーションディスプレイ           
Corning® Gorilla® Glass

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)
アンチフィンガープリント

フルラミネーションディスプレイ
Corning® Gorilla® Glass

解像度 1,280×800ドット (WXGA)

グラフィックス機能 Mali-450MP4

記録装置

eMCP ※3 ※4 16GB

ASUS WebStorage
サービス 5GB (永久無料版)

サウンド機能 スピーカー

サウンド規格

Googleドライブ

スピーカー内蔵

DTS-HD Premium Sound™

100GB (2年間無料版 ) ※5

マイク アナログマイク内蔵

Webカメラ
500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ)
30万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ)

500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ)
200万画素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、光センサ、電子コンパス、磁気センサ

通信機能
無線LAN IEEE802.11b/g/n

Bluetooth® 機能 Bluetooth® 4.0

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　USB（ pogoピン）×1 ※6

カードリーダー ※7 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 ※8 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 ※9 約8時間

バッテリー充電時間 約4時間

バッテリー容量 3,450mAh 4,000mAh

消費電力 最大約7W

サイズ 幅約110.9mm×高さ約189mm×奥行き約8.7mm  

質量 約272g

幅約123mm×高さ約209mm×奥行き約8.5mm 

約350g

保証期間 本体／本体内蔵バッテリー／USB AC アダプターセット ※10：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)
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)

PC Link (パソコン上でデバイスの操作が出来るアプリ)
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ホーム画面などに表示するアプリ)

主な付属品 USB ACアダプターセット※10、ユーザーマニュアル、製品保証書

JANコード 0889349101162 0889349101179 0889349101186 0889349060995 0889349061008 0889349061015

※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 eMCP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 Z370C/Z380C専用アクセサリーのオーディオカバーやパワーケースに対応をしています。※7 使用可能なmic r o SDメモリーカードは、最大64GBまでになります。※8 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。※9 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。※10 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。※11 バッテリー駆動時間は、測定方法や環境により異なる場合があります。Power  Caseのバッテリー容量はZ370C専用が3,450
mAh、Z380C専用が4,330mAhです。
● 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。● 「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。
●画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合がございます。
Intel、インテル、Intel  ロゴ、Intel  Ins ide ロゴ、Intel  Atom、Intel  Atom 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  Corporat ion の商標です。
DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークと組合わせたロゴはDTS, Inc.の登録商標です。DTS-HD Premium SoundはDTS, Inc.も商標です。©DTS, Inc.  Al l  R ights Reserved.



ASUS Tru2Life ありASUS Tru2Life なし

Intel Inside®
素晴らしい体験を 今すぐ欲しい！ASUSのタブレット

上品な輝きを放つメタリックフレームと、背面カバーには
美しさと強さを兼ね備える本革を彷彿させるエンボス加工。
360度どこから見ても美しい、洗練された軽量スリムボディ。

Accessories ASUS  ZenPad™専用アクセサリー ( 別売り)

全てをより美しく映し出す、ASUSこだわりの映像テクノロジー

[ ビジュアルマスター ]

サイズもカラーも、サウンドもスタミナも。
自由に選べる、あなただけの贅沢。

エイスース ゼンパッド

キッズモード画面

[ オーディオカバー ]

[ パワーケース]

[ エイスース ゼンユーアイ]

※1: バッテリー駆動時間は、測定方法や環境により異なる場合があります。
    Power  Caseのバッテリー容量はZ370C専用が3,450mAh、Z380C
    専用が4,330mAhです。

ASUS  ZenPad™のバッテリー駆動時間に、
プラス最大約6時間 ! バッテリー搭載型、純正背面カバー※1

背面カバー
内蔵型バッテリー

最大約6時間 
プラス！

※1

臨場感溢れる迫力のサウンドを楽しめる
DTS®対応、スピーカー付き純正オーディオカバー

映画館のような音響を、
ポータブルに持ち歩ける。
タブレットで世界初※ DTS -HD  Premium Sound™に対応
し、まるで映画館にいるかのような臨場感と迫力満点
の音を楽しめます。また、5.1chのサラウンドサウンドに
対応し、バーチャルサラウンドに変換することが可能なので、
ヘッドフォンでの音楽鑑賞がますます楽しくなります。

※2015年6月の時点。ASUS自社調べ。

快適動作＆省電力。インテル、
クアッドコア プロセッサー搭載
最新のインテル® Atom™ x3プロセッサーを日本初
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。

5.1chサラウンドスピーカーを内蔵
DTS -HD Premium Sound™に対応した5つのスピー
カーとサブウーファーが内蔵されているので、映画や
音楽を5.1サラウンドの圧倒的な臨場感で楽しめます。

ASUS Tru2Life テクノロジー
液晶TV画面で採用されている、「 TV  HD R 」テクノロジーを搭載し、高コントラスト比と
リアルな色調で、詳細までシャープに映し出します。映し出される画像のピクセルを分析し、
最適なコントラストとシャープさに自動調整するので、あらゆるものを隅々までくっきりと
表現する事で、写真も、動画も、ゲームも、まるで液晶T Vのような鮮明さで楽しめます。
また、周囲の環境に合わせてスクリーンの輝度をバランス良く自動調整してくれるので、屋外や
日当たりの良い場所で、読書やインターネットなどを、より快適に楽しめるようになりました。

色調を維持したまま、より自然で最適なコントラスト
へ自動調整し、写真や動画を美しく表現します。

シャープさを自動調整することで被写体の輪郭を
際立たせ、写真や動画本来の透明感をより引き立た
せます。

「クイック設定」から「ブルーライト軽減フィルター」をオンにすれば、本来の
色味を邪魔することなく、肩こりや頭痛の原因とされる、ブルーライトを軽減
します。目を労わりながらも、存分にスクリーンの美しさを堪能できます。

ブルーライト軽減フィルター ASUS独自のユーザーインターフェイスで、誰にでも使いやすい一台へ。

瞬時にアクセス。
クイック設定

子供に渡しても安心。
キッズモード

スクリーンの上部をスクロールダウンして
「クイック設定」を表示させれば、ワンタッチ
で簡単に各種設定を変更することができます。
スクリーンの明るさ調整や、W i - F iの設定、
目に優しいブルーライト軽減フィルターなど、
よく使う設定が集約されているので、いちいち
設定画面から探す手間が省けて便利です。

お子様にも安心して楽しんでいただけるように、
使用可能なアプリや、使用時間など、事前に制限を
かけておくことができるキッズモードをご用意し
ました。

約6倍の
ボリューム

DTS® 対応
5.1chサラウンド

最大約6時間  
駆動

スタンド
機能

よりビビッドに、より明るく写真や動画を楽しめるように、従来の6層ディス
プレイ加工から、カバーガラスとタッチパネル部分の間にあった空気層を
排除した「 フルラミネーションディスプレイ 」の 2層ディスプレイを採用。
空気の層がなくなり、光透過性がアップしたことで、従来のタブレットでは難
しかった繊細な色彩表現や明るさを実現し、タッチレスポンスも向上しました。

ASUS TruVividテクノロジー カバーガラス層

LCD +タッチセンサー

フルラミネーションディスプレイ

DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークと組合わせたロゴはDTS, Inc.の登録商標です。
DTS-HD Premium SoundはDTS, Inc.も商標です。     ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

ASUS Tru2Life ありASUS Tru2Life なし

自由に選べる、スタイリッシュで機能的な専用アクセサリー。
お好みのアクセサリーをチョイスして、あなただけの贅沢にカスタマイズ。

タブレット本体と一体化する
背面バッテリー
ASUS  ZenPad™ のバッテリーを最大で約6時間※1

プラスすることができる大容量バッテリーを内蔵し
ています。わずらわしい充電ケーブルを気にするこ
となくバッテリー容量を拡張できます。

※1

※イメージ

クイック設定画面


